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◇ワイン広場

本年度第１回ＰＧ大会で40人がプレー楽しむ
池田中で「ＧＩＧＡスクール」タブレット授業始まる

ほか

◇暮らしの情報

災害時における避難情報の発令基準が変更されました
新型コロナワクチン接種のお知らせ（６月９日時点）ほか

今月の表紙
高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球十勝支部予選大会
（５月15日、河川パーク運動場）
十勝管内43チームが出場する大会の C ブロックトーナメン
ト戦のうち５チームの試合が池田町で行われ、池田野球少年
団は更別ジャガーズと対戦。試合には敗れてしまいましたが、
池田の野球少年たちが懸命にプレーしていました。

まちの出来事を紹介します

ワイン広場

５月７日から 日にか
けて、町内の保育園（所）、
幼稚園で幼年消防クラブ
の任命式が行われました。
幼年消防クラブは、幼
児期から防災教育を進め
はやし ひろ
ようと池田消防署（林宏
き
樹署長）が呼び掛けて設
立。本年度は池田保育園
だちょうクラブ１１１人、
池田カトリック幼稚園う
さぎクラブ 人、北部地
域保育所ホースクラブ３
人の計１３５人がクラブ
員に任命
（任期１年）
され、
カードゲームを使った防
災教室や消防車の試乗・
放水体験などを通して、
火災予防や防災への意識
を高めます。
新型コロナウイルス対
策として北海道に２度目
の「緊急事態宣言（５月
～ 日。６ 月 日 ま で 延
長）」が発令され、不要不
急の外出・移動の抑制が
求められたため、 日の
カトリック幼稚園での任
命式は、林署長に代わり
いわ ぶち
岩渕つた子園長が園児た
ちに任命証を交付。「火遊
びは絶対にしないでくだ
さい」と呼び掛けると、
園児たちが「はい外」と元
気に返事をしていました。

北海道日本ハムファ
イターズ池田後援会
なる み たか し
（鳴海隆司会長）が５月
８日からＩＫＥＤＡキ
ッズクラブ
「いけダッシ
ュ」を始動。初回は子ど
もたち 人が、障害者
向けに考案されたスポ
ーツ「ボッチャ」を総合
体育館で体験しました。
遊びながらスポーツ
を体験し、各種少年団
への加入のきっかけに
なればと、５歳から小
学２年生までを対象に
同後援会が企画。 人

コアを競いました。

すえ なが こう きち

成績・男子（５位まで、
スコア）

１位 末永孝吉 さ、
ん
やま うち
ゆたか
２位 山内 豊 さ、
ん
いわ なみ よし のり
３位 岩浪祥悟 さ、
ん
さ とう
かおる
４位 佐藤 薫 さ、
ん
やなぎさわ とし ひろ
５位 柳澤俊博 さ、
ん

５位

か じま と

た おか まさ こ

か とう とも こ

き

こ

加藤智子 さ、
ん

２位 田岡正子 さ、
ん
ほり かわ さだ こ
３位 堀川貞子 さ、
ん
にし むら
４位 西村ハナコ さん、

１位 那賀島登紀子 さ、
ん

な

成績・女子（５位まで、
スコア）

99 98 97 96 96

108 107 101

110 109

が参加登録し、 月ま
で 毎 月 第 ２・第 ４ 土 曜
に、野球やバドミント
ン、陸上など種目を変
えながら開催する予定
です。
この日、北海道身体
障害者福祉協会池田町
分会の指導者ら４人の
協力の下、子どもたち
が３コートに分かれ、
目標球の白いボールに
赤、青それぞれのチー
ムの色のボールをいか
に近づけるか競うボッ
チャを楽しみました。
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池田パークゴルフ
か わ い きよし
（ＰＧ）協 会（ 河 合 清
会 長 ）主 催 の 令 和 ３
年度第１回大会が５
月 日、清見ケ丘Ｐ
Ｇ場で開かれ、青空
の下、参加した男子
人、女子 人の計
人がプレーを楽し
みました。
大会には４人１組
の チームがエント
リーし、参加者たち
が「桜」「柏」の２コー
ス ホールで快音を
響かせ、個人戦でス

本年度第１回ＰＧ大会で
40人がプレー楽しむ
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池田高校の選択科目
「 基 礎 社 会 」を 履 修 す る
３年生 人が５月 日、
町内でエゾシカ革製品な
どを販売するＥＺＯ Ｌ
ＥＡＴＨＥＲ ＷＯＲＫ
Ｓ（エゾレザーワークス、
は せ こう へ い
長谷耕 平 代 表 ）を 見 学 し
ました。
魅力的な生き方・働き
方をしている地域住民と
ふれあい、職業観を高め
ることを目的とする授業
の一環で実施。長谷代表
は平成 ～ 年度の３年
間、池田町地域おこし協
力隊として有害鳥獣駆除

池田高３年生が
エゾレザーワークス見学

活動に携わり、平成 年
４月に同店をオープン。
自ら狩猟し捕獲したエゾ
シカの皮をなめし、全国
各地の革作家に製品化を
依頼したシカ革の靴やバ
ッグ、
小物などを販売する
ほか、鹿肉販売や建設業
なども展開しています。
ま すみ
この日は妻の真澄さん
が、Ｄ型倉庫と長谷代表
が建てた移動式タイニー
ハウス（小さな家）を組み
合わせた店舗兼自宅を案
内。池田町への移住のい
きさつや長谷代表が目標
としてきた狩猟のある生
活などを語り、生徒たち
が興味深く聞き入ってい
さか
ました。見学を終えた坂
もと そう ま
本創麻さんは「学校の近
くに魅力的な場所があり、
驚いた。知らない土地に
移住し、
いろいろと挑戦で
きていることがすごいと
思う」と話していました。

町立図書館でモザイクアート
作る読書週間イベント開催
24

よし だ てる

14

池田中学校で５月
日、タブレット端末を
活用した授業が始まり
ました。
児童・生徒向けのパ
ソコンなど１人１台の
端末と高速大容量の通
信ネットワークを整備
し、各学校でＩＣＴ（情
報 通 信 技 術 ）教 育 を 実
ギ
ガ
現する国の「ＧＩＧＡ
スクール構想」に基づ
くもので、この日は学
年ごとに１時限ずつ技
術科の授業が行われま
した。

町内小・中学校のＩ
ＣＴ環境の保守運用や
教職員への支援を行う
ＧＩＧＡスクールサポ
ーターが、個人アカウ
ントでのログイン方法
やアプリを使ったチャ
ッ ト 機 能（ リアルタイ
ムのコミュニ ケ ー シ ョ
ン 手 段 ）の 使 用 方 法 な
どを説明。生徒たちは
意欲的に授業に取り組
おぎ はら
み、荻 原 ま ち さ ん（ ２
年 ）は「 タ ブ レ ッ ト を
使った次の授業が楽し
み」と話していました。

※「写真でみるまちの話題」はお休みします。
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町立図書館（ 田輝 （赤・黒・青・黄・紫・緑・水色）
お
男館長）が主催する子 のシール２枚を配布し、
どもの読書週間イベン 番号が書かれたマス目に
ト「みんなで作ろう外 指定の色のシールを貼り、
モザイクアート」が４ マス目が４８００個埋ま
月 日から５月 日ま ると完成です。
で開かれ、台紙に絵本
新型コロナ感染拡大で
「ぐりとぐら」の絵柄が 北海道に「緊急事態宣言」
浮かび上がりました。 が発令され、公共施設の
子どもたちが本に親 閉館に伴いイベントは一
しむきっかけになれば 旦終了し、宣言の期間が
と開いたイベントで、 明けてから再開の予定。
モザイクアートは４年
田館長は「コロナ禍で
ぶり。来館すると白い も子どもたちが楽しめる
シール６枚、本を借り 催しを企画していきたい」
ると１冊につきカラー と話していました。

池田中で「ＧＩＧＡスクール」
タブレット授業始まる
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資源ごみ分別方法など１～２種類ずつ ・経産省は全て著作権フリーでない場合ありで要注意
（ｻｲﾄの
紹介予定
▼ごみ分別枠掲載時には毎号、
ページ外の注意喚起文も保存

ぶ ん

べ つ

池田町のごみ分別率の向上を目的に
ごみの出し方や分別方法などを紹介します

分別

問合先 役場町民課環境住宅係 緯572-3114

生ごみはコンポスターで堆肥化し、
減量しましょう鎧
減量しましょう鎧
町では、家庭で発生する生ごみの堆肥化を推進する
ため、
「コンポスター ※１」の購入費用を助成していま
す。生ごみは燃やせるごみの約60％を占め、生ごみを
減らすことは、ごみ全体の減量化にもなり、町のごみ
処理費用の削減にもつながります。
町内の指定販売店でコンポスターを購入した方は、
領収書と印鑑、振込先の口座番号が分かる物を持参
し、役場町民課環境住宅係で助成の手続きをしてくだ
さい。詳しくは環境住宅係までお問い合わせください。
※１

●

生ごみを
コンポスター
に入れる

コンポスター

助成額

200㍑未満
200
㍑未満

2,000円
2,000
円

200㍑以上
200
㍑以上

3,000円
3,000
円

※年度内の助成予定数量に達した時
点で、申し込みを締め切ります。

堆肥を
園芸や畑作り
に利用

● 指定販売店 ●

堆肥が
作られる

北金物店

（池田町字大通４丁目
池田町字大通４丁目）
）

渡 商 店

（池田町字大通５丁目
池田町字大通５丁目）
）

ワークショップ千代田
（池田町字西１条６丁目
池田町字西１条６丁目）
）

n

umb

er

き いき
い はつらつ さん

23

自治体国際化協会への派遣を終えて
増加する外国人観光客対策のため、平成30年度
から３年間、都道府県・市区町村が国際的な業務
を行う際の支援を行う一般財団法人自治体国際化
協会（クレア）へ、役場から派遣されていました。
１年目は東京都内の本部に勤め、国内外で料理
教室を運営する「ＡＢＣ Ｃｏｏｋ
ｉ
ｎｇ Ｓ
ｔ
ｕｄ
ｉ
ｏ」と連携し、
海外の教室に通う生徒を日本に招いてＳＮＳで魅
力を発信してもらうとともに、海外の教室で旅行
の風景を放映してもらう事業などを担当しました。
平成30年10月に
は、マレーシア
教室に通う女性
５人を池田町内
の観光施設や十
勝川温泉などに
招待しました。２年目からは、シンガポール事務
所で都道府県知事や全国の自治体職員が東南アジ
シンガポールとマレーシアで配信された
ワイン城のバーチャルツアー動画

容器サイズ

※１世帯につき年間１個まで助成し
ます。

コンポスター（生ごみ処理機）
庭などにプラスチック製の容器を埋め込み、生ごみなどの
有機物を分解して堆肥を作る装置。

生ごみを
分解

助成額 ●

ブドウ・ブドウ酒研究所
営業課営業係兼総務係
いま

い

ひで とし

今井 秀敏さん（45歳）
アを訪れる際の支援を行ったほか、観光物産担
当として自治体が東南アジアやインドなどで開
催するイベントの支援も行いました。
クレアの業務と並行して、道庁主催の「北海
道食とワインの夕べ」や北海道ＡＳＥＡＮ事務所が
実施した「道産食材レストランフェア」などの
イベントで、十勝ワインのＰＲ活動も行いました。

派遣の経験を仕事に生かしたい
シンガポールで縁のあった輸出事業者から、
大手食品卸事業者が展開するオンラインテレビ
ショッピングへ十勝ワインを商品提案してもら
うなど、目に見える成果も出始めています。道
内や国内の足場を固め、コロナ後には現地関係
者とのつながりを生かし、海外進出を視野に入
れていきたいです。インバウンド（訪日外国人客）
対策に現時点で取り組むのは難しいですが、東
し こう
南アジア各国の国民性や趣味嗜好など収集して
きた成果を町の仕事に生かしていきたいです。

海外の料理教室で配信された
十勝の観光ガイド動画

ＡＢＣ Ｃｏｏｋ
ｉ
ｎｇ Ｓｔｕｄ
ｉ
ｏ
のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

June 2021
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※緊急事態宣言のため、６月19日（土）のレストラン夜営業はありません。

たワイン城に行こう鎧
アルし
ー
ュ
リニ

ガ
城
イド
ン
イ
ワ

●物販、イベントなどについて

一般社団法人 いけだワイン城
015-- 578
578-- 7850（代表）
緯015

営業時間／9：00～17：00
休 業 日／年末年始

リニューアル１周年 編

●レストラン、
フードカウンター
テイクアウト、お弁当注文
ラン直通）
）
015-- 578
578-- 7857（レストラン直通
緯015

※お弁当注文・デリバリーは前日12：00まで要予約。
※レストランは10：30～17：00（ＬＯ16：30）、
土曜のみ20：00まで（ＬＯ19：00）
、火曜定休。
※６月19日（土）のレストラン夜営業はありません。

緊急事態宣言の解除後には、１
周年を記念したさまざまな企画
を用意していますので、皆さん、
ぜひご利用ください鎧

ｎｉｖｅｒｓ
ａｎ

2021

ｙ
ａｒ

１ｓｔ

ワイン城は、魅力向上および耐
震のための改修工事が昨年完了
し、今年６月20日にリニューアル
オープン１周年を迎えます。

6.20

見本

ワイン城で2,500円ご利用ごとに町内の
飲食店、
商店などで使える500円のクーポ
ン券をプレゼント
（宣言解除後に実施予定）
（宣言解除後に実施予定
）

リニューアル１周年記念セット
「飲み比べて楽しむビンテージワ
インセット 白」を６月18日（金）
から販売します鎧

１周年を記念した特別メニューを企
画
しています（宣
（宣言解
言解除
除後に
後に実
実施予
施予定
定）
）

３本セット 5,500
5,500円
円（税込み）
シャルドネ2018、バッカス2019
ミュラー・トゥルガウ2020

最新情報は
「いけだワイン
城ＨＰ」へ

※飲酒は20歳になってから。

ihi

先月、国の法改正により、災害時に市区町村

６月４日（金曜日）

Yo s h

町長日誌

o

su i
Ya

, Mayo
r

o

da
ke
fI

r

※クーポン券の発行は、リニューアル１周年企画の一環で、ワイン
城来場者に町内の飲食店、商店などにもお立ち寄りいただき、町
内事業者の売り上げ向上、活性化を図ることを目的とする、新型
コロナ交付金を活用した町の経済対策事業です。

２本セット 4,400
4,400円
円（税込み）
シャルドネ2018、ケルナー2020

安井 美裕
初歩中の初歩の質問に、手を挙げた受講生は約

が発令する「避難勧告」が廃止され、
「避難指示」 半分、私も自信なさげに小さく手を挙げたこと
に一本化されることとなりました。これまで、

を記憶しています。まだまだ、その程度の時代

災害の恐れが高いと判断した場合、まずは避難

でした。その後、東日本大震災や全国各地で豪

勧告、さらに緊急性が高いと判断されると避難

雨災害に見舞われ、多くの犠牲や被害があり、

指示が出されてきました。しかしながら、全国的

今日のように住民の皆さんの防災意識が高まっ

に各種災害が多発するなか、この２つの違いが

てきたのだと思っています。
「災害は忘れた頃に

十分に理解されず、結果、避難が遅れて尊い命が

やってくる。いや、忘れてはならない」
。まずは、

こん にち

失われるケースがあります。今回の一本化により、 自分の命は自分で守る、そんな意識付けが必要
災害時に住民の皆さんが早めに危険性を認識し、 だと思います。
避難を開始することが望まれます。

5

さて、本日、
「市町村長の災害対応力強化のた

思い返すと11年前、私が町の防災業務を担当

めの研修」がウェブ開催され、約３時間、講師の

し始めた頃、帯広で開催された防災研修を受講

方とマンツーマンでみっちりと、危機事態の初動

したことがあります。研修には、防災業務に関

対応における市町村長の心構えや役割などを学

わる市町村職員や町内会などの自主防災組織の

びました。避難指示の発令の判断は、市町村長

役員など約30人が受講していました。冒頭、講師

の任務です。
「空振りは許されても、見逃しは許

の方が「避難勧告と避難指示、どちらが重大な

されない」的確かつ迅速な判断が求められます。

災害が近づいていると思いますか？ 避難指示だ

何よりも「住民の皆さんの生命と財産を守る」

と思う方、手を挙げてください」
。今となっては

という大きな責任を感じるものでした。

June 2021

安井町長の
活動報告はこちら

安井美裕
のページ

JUNE 2021

時日 時

所場 所

FAXファクス番号

対対 象

数 募集人数

Ｅ E メールアドレス

料料 金

受 受付期間

HP ホームページアドレス

行政のお知らせやイベント、検診など暮らしに役立つ情報をお届けします

災害時における避難情報の発令基準が変更されました
災害時に町が発令する避難情報の「避難勧告」と「避難指示
（緊急）
」は、ともに「警戒レベル４」に位
置付けられており、違いが分かりづらく避難に遅れが出るなどの指摘がありました。このため国は、避難
のタイミングを明確にするため、災害対策基本法を改正し、５月20日から避難勧告と避難指示（緊急）
が「避
難指示」に一本化されました。
今後、大雨などにより災害発生の恐れが高い状況となり、町から警戒レベル４「避難指示」が発令され
た場合は、危険な場所から必ず避難してください。

危険度

高い

警戒レベル

５

警戒レベル

新たな避難情報など
これまでの
避難情報など

緊急安全確保 ※１

災害発生
または切迫

（池田町が発令）

災害発生情報

警戒レベル４までに必ず避難鎧
警戒レベル４までに必ず避難
鎧
全員避難

４

警戒レベル

避難
高齢者等は
警戒レベル

３

警戒レベル２
低い

警戒レベル１

災害の
恐れ高い

避 難 指 示 ※２

災害の
恐れあり

（池田町が発令）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁が発表）

今後気象状況
悪化の恐れ

● 避難指示
（緊急）
避難勧告
廃止

（池田町が発令）

高齢者等避難 ※３

気象
状況悪化

（発生を確認したときに発令）

● 避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始
大雨・洪水・高潮注意報

早期注意情報

早期注意情報

（気象庁が発表）

※１ 町が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される
情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をし
たり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

３

警戒レベル

避難に時間のかかる高齢者や
障害のある人は、警戒レベル
３「高齢者等避難」で危険な
場所から避難しましょう。

４

５

警戒レベル

警戒レベル

避難勧告は廃止されます。こ
れからは、警戒レベル４「避
難指示」で危険な場所から全
員避難しましょう。
問合先

●

警戒レベル５は、すでに安全
な避難ができず命が危険な状
況です。警戒レベル５「緊急
安全確保」の発令を待っては
いけません鎧
役場総務課情報防災係

緯572-3111

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧

June

2021

6

新型コロナワクチン接種のお知らせ（６月９日時点）
◆16～64歳の基礎疾患のある方 および 55歳以上の皆さんへ

● 接種期間 の区分

16～64歳の基礎疾患のある方および55歳以上の町民の皆さんに
は、６月９日までに接種券（クーポン券）を順次発送し、予約申し
込みを受け付けている状況です。
接種をご希望で予約が済んでいない方は、お手元に届いた案内
文書を参照の上、予約コールセンターまたはインターネットによ
り、予約をしてください。
対象者

接種期間

接種券発送日

80歳以上 の方

４月12日
（月） 第１・２クール

65～79歳 の方

（５月10日
４月26日
（月） ～７月30日）

16～
16
～64
64歳
歳の基礎疾患
基礎疾患のある方
のある方 ６月２日（水）

第２クール

60～64歳 の方

６月４日
（金）（６月21日

55～59歳 の方

６月９日
（水）

～７月30日）

50～54歳 の方

７月12日
（月）

40～49歳 の方

７月16日
（金）

30～39歳 の方

７月21日
（水）

12～29歳 の方

７月26日
（月）

第１クール

５月10日
～５月28日

５月31日
～６月18日

第２クール

６月21日
～７月９日

７月12日
～７月30日

７月

第１クール
接種１回目
5/10～5/28

接種２回目
5/31～6/18

第２クール

接種を希望する方は
接種１回目 接種２回目
「第２クール」の期間
6/21～7/9 7/12～7/30
で予約をしてください。

接種期間

● 接種期間 の区分

区 分

接種１回目

接種２回目

第３クール

８月２日
～８月20日

８月23日
～９月10日

８月

９月

第３クール

第３クール

（８月２日
～９月10日）

接種２回目

６月

12～54歳の町民の皆さんには、下記の通り年齢の高い順から接
種券
（クーポン券）を順次発送し、接種を予定しています。接種券
がお手元に届きましたら、案内文書を参照の上、予約コールセン
ターまたはインターネットにより、予約をしてください。
接種券発送日
【予定】

接種１回目

５月

◆12～54歳の皆さんへ

対象者

区 分

接種１回目
8/2～8/20

◆新型コロナワクチン接種における優先接種の取り扱い
７月末までに65歳以上の高齢者への接種が完了する自治体は、ワクチ
ンの優先接種対象者を独自に設定することが国から認められ、町では下
記の通り優先順位を定めました。対象となる施設・事業所などには、接
種が可能となり次第、町から接種希望の確認をします。
第１優先順位

ワクチン接種会場の業務に従事する方

第２優先順位

高齢者施設や障害者施設の職員、医療従事者などに準ずる方

接種２回目
8/23～9/10

ワクチンの供給量
などにより、
接種スケジュールに
変更が生じる場合
があります。

65歳以上の
接種予約状況

約84％
（５月31日時点）

社会機能維持者（危機管理部門の責任者「町長、副町長、教育長」、治安維持のための「警察職員」
）
児童関係施設「保育園、幼稚園、学童保育所、子どもセンター」の職員など
町内の小・中学校、高校の職員など
第３優先順位

スクールバスの運転業務に従事する職員
学校給食センターの職員
高齢者施設・児童関係施設・病院などに出入りする町職員
消防防災活動のための消防団員

第４優先順位

社会福祉協議会の職員

第５優先順位

池田町役場において、窓口業務などで職員以外の方と接する機会の多い職員など

問合先
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地元で買おう

地元で使おう

保健センター保健推進係

地元で食べよう

緯572-2100

INFORMATION

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免のお知らせ
（新型コロナ関連）
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、
一定程度、収入が下がった方などに対し、国民健康保
険税・後期高齢者医療保険料を減免します。
詳しくは右記係までお問い合わせください。
対 象
国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者がいる世帯
減免条件
①新型コロナウイルス感染症により、生計を主とし
て維持する方が死亡もしくは重篤な傷病を負った
場合
②新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を
主として維持する方の事業収入や不動産収入、山
林収入、給与収入の減少が見込まれる世帯で、下
記のいずれにも該当する場合
●当年の事業収入などのいずれかの減少額が令和
２年に比べ、10分の３以上
●令和２年の合計所得が1000万円以下
●減少する事業所得など以外の令和２年の所得合
計額が400万円以下
減免額
上記①の場合
全額を減免
上記②の場合
対象保険税（料）額の全額～10分の２を減免

減免額 算出方法
保険税（料）減免額 ＝（Ａ × Ｂ ÷ Ｃ）× Ｄ
【Ａ】当該年度保険税（料）額
【Ｂ】世帯の生計を主として維持する方の減少が見込
まれる事業収入などの令和２年の所得額
【Ｃ】その世帯全体の令和２年の合計所得金額
【Ｄ】所得に応じた減免の割合
世帯の生計を主として
維持する方の
令和２年の合計所得金額

【Ｄ】所得に応じた
減免の割合

300万円以下

全

額

400万円以下

10分の８

550万円以下

10分の６

750万円以下

10分の４

1000万円以下

10分の２

※事業などの廃止や失業の場合には、令和２年の合
計所得金額にかかわらず、対象保険税（料）額の全
額を免除します。
保険税（料）の減免対象期間
令和３年４月１日～令和４年３月31日
（上記期間中に納期限が定められている保険料）
申請期限
令和４年３月31日（木）
問合先 役場町民課保険係 緯572-3114

介護保険料の減免のお知らせ（新型コロナ関連）
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一
定程度、収入が下がった方などに対し、介護保険料を
減免します。詳しくは右記係までお問い合わせください。
対 象
介護保険の加入者（第１号被保険者）
減免条件
①新型コロナウイルス感染症により、同じ世帯の生
計を主として維持する方が死亡もしくは重篤な傷
病を負った場合
②新型コロナウイルス感染症の影響により、同じ世
帯の生計を主として維持する方の事業収入や不動
産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれる
世帯で、下記のいずれにも該当する場合
●当年の事業収入などのいずれかの減少額が令和
２年に比べ、10分の３以上
●減少する事業所得など以外の令和２年の所得合
計額が400万円以下
減免額
上記①の場合
全額を減免
上記②の場合
対象保険料額の全額～10分の８を減免
●

減免額 算出方法
保険料減免額 ＝（Ａ × Ｂ ÷ Ｃ）× Ｄ
【Ａ】第１号被保険者の保険料額
【Ｂ】第１号被保険者の属する世帯の生計を主として
維持する方の減少が見込まれる事業収入などの
令和２年の所得額
【Ｃ】第１号被保険者の属する世帯の生計を主として
維持する方の令和２年の合計所得金額
【Ｄ】所得に応じた減免の割合
世帯の生計を主として
維持する方の
令和２年の合計所得金額

【Ｄ】
所得に応じた
減免の割合

210万円以下

全

額

210万円を超えるとき

10分の８

令和２年の合計所得
※事業などの廃止や失業の場合には、
金額にかかわらず、
対象保険料額の全額を免除します。
保険料の減免対象期間
令和３年４月１日～令和４年３月31日
（上記期間中に納期限が定められている保険料）
申請期限
令和４年３月31日（木）
問合先 保健センター高齢者支援係 緯572-2100

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧
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中小法人・個人事業者向け「月次支援金」のご案内（新型コロナ関連・経済産業省）
令和３年４月以降の緊急事態措置またはまん延防止
等重点措置（以下、「対象措置」）の影響により、売上
が50％以上減少した中小法人・個人事業者などの皆さ
んに、国から「月次支援金」が支給されます。
支給対象
次の要件を全て満たす中小法人・個人事業者など
①令和３年４月以降の対象措置に伴う飲食店の休業・時短
営業または外出自粛などの影響を受けていること
※対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短
営業を実施する飲食店と直接・間接の取引があ
る、または、これらの地域における不要不急の
外出・移動の自粛による直接的な影響を受けて
いる事業者が対象です。
②対象措置が実施された月のうち、措置の影響を受
けて、月間売上が令和元年または令和２年の同月
比で50％以上減少していること
〈注〉●① ②を満たす事業者であれば、業種や地域
を問わず支給対象となり得ます
●地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う
「協力金」を受給した事業者は支給対象外です
月次支援金 支給額
中小法人など
上限20万円／月
個人事業者など 上限10万円／月
支給額の計算方法
令和元年または令和２年の基準月の売上
－ 令和３年の対象月の売上
対象月・基準月
対象月 令和３年４月以降の対象措置が実施された
月のうち、措置の影響を受けて、令和元年
または令和２年の同月比で売上が50％以上
減少した令和３年の月
基準月 令和元年または令和２年の対象月と同じ月
事前確認について
（国の「一時支援金」を受給していない場合に必要）
●不正受給などへの対応として、申請予定者が事業
を実施しているかなどを事前確認します
が、右記事務局
●「登録確認機関」
（池田町商工会など）
の有無の確認や宣誓内容
が定めた書類
（帳簿など）
に関する質疑応答などの形式的な確認を行います

必要書類
①令和元年または令和２年の確定申告書
②令和３年の対象月の売上台帳
③通帳
④宣誓・同意書
⑤履歴事項全部証明書（中小法人など）、
本人確認書類（個人事業者など）
申請方法
●初めて申請する場合
〈手順〉➊アカウントの申請・登録（申請ＩＤ発番）
事前確認に必要な書類の準備
➋登録確認機関（池田町商工会など）に事前
確認の依頼・事前予約をする
➌事前確認の実施
➍月次支援金ＷＥＢサイト「マイページ」で必
要事項の入力などを行い、必要書類を全て
添付して、下記事務局に申請
※１つの対象月ごとに申請が必要です。
●国の「一時支援金」をすでに受給されている場合
〈手順〉月次支援金ＷＥＢサイト「マイページ」で必
要事項の入力などを行い、必要書類②・④を
添付して、下記事務局に申請
●月次支援金の申請が２回目以降の場合
〈手順〉月次支援金ＷＥＢサイト「マイページ」で必要
事項の入力などを行い、必要書類②を添付し
て、下記事務局に申請
申請受付期間
４・５月分 ６月16日（水）～８月15日（日）
６月分
７月１日（木）～８月31日（火）
※１つの対象月ごとに申請が必要です。
詳しくはこちらへお問い合わせください
●月次支援金 質問フォーム
HP https://emotion-tech.net/BDxkQaIV
●月次支援金事務局 相談窓口【申請者専用】
緯0120-211-240
（ 受 ８時30分～19時、土日祝日含む全日）
●役場産業振興課商工観光係
緯572-3218
（ 受 平日８時45分～17時30分）

「十勝ワインバイザー試験」
「
、十勝ワインを楽しむ町民パーティー」開催 中止 のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、町内でのまん延防止
や安全確保の観点から、本年度の「第17回十勝ワインバイザー
呼称資格認定試験」および「十勝ワインを楽しむ町民パーティ
ー ～第14回町民ワイン会～」の開催中止を決定しました。
町民の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願い
します。
問合先 ブドウ・ブドウ酒研究所営業係 緯572-4090
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道内飲食店など向け「緊急事態措置協力支援金」のご案内（新型コロナ関連・北海道）
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、国が緊急事態宣言を発令（５
月16～31日）
・延長（６月１～20日）
したことに伴い、営業時間短縮
（時短）
などの要請に応じた事業者に、北海
道から「緊急事態措置協力支援金」
が支給されます。
支給対象
５月16日（遅くとも18日）から５月31日の全期間に
おいて、次の要請①～③に応じた石狩管内（札幌市
を含む）、小樽市、旭川市以外の地域の飲食店、カ
ラオケ店、結婚式場
〈要請〉①営業時間を５時から20時までに短縮
②酒類の提供（利用者による酒類の店内持ち
込みを認めている飲食店を含む）を11時か
ら19時までに短縮
③「業種別ガイドライン」を遵守
※酒類提供の有無にかかわらず、従来から20
時を超えて営業を行っている施設（店舗）が
対象です。
※要請期間に関し、国の「月次支援金」と重複
して受給はできません。

協力支援金 支給額
●中小企業・個人事業者
１店舗１日当たりの売上高に応じて１店舗ごとに
2.5～7.5万円／日、または１店舗１日当たりの売
上高の減少額に応じて１店舗ごとに最大20万円／日
●大企業
１店舗１日当たりの売上高の減少額に応じて１店
舗ごとに最大20万円／日
※「企業規模の定義」は下記の北海道ホームページ
をご確認ください。
申請受付期間
８月31日（火）まで
申請方法など詳しくはこちらへお問い合わせください
●北海道感染防止対策協力支援金コールセンター
緯011-350-7377（ 受 平日８時45分～17時30分、
６月は土・日曜も対応）
HP https://hokkaido-shienkin.jp
（電子申請 ６月下旬開設予定）
●北海道ホームページ
HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/
kyuugyouyousei.htm
６月１～20日の要請期間に応じた協力支援金について
詳細は北海道ホームページをご確認ください

「新型コロナウイルス感染症対応消毒応援補助金」のお知らせ
町では、新型コロナウイルス感染拡大を受け、町内
の事業所・店舗などで感染者が出た際に、消毒に係る
負担を軽減し、感染者の増加を防止するため、「新型
コロナウイルス感染症対応消毒応援補助金」を交付し
ます。詳しくは右記係までお問い合わせください。
対象者
町内に事業所などを有する法人・個人事業者で、感
染者の発生または外部感染者の利用が判明してから、
おおむね１週間以内に消毒作業を行っているもの
補助対象経費
上記対象者が感染症対策として事業所などの消毒作
業に要する費用
※消費税および地方消費税に相当する額を除く。
※感染者が出た場合の補助金であり、通常時の消毒
に係る補助金ではありません。

補助金の額
１事業者につき、補助対象経費の２分の１に相当する額
（千円未満の端数は切り捨て）
とし、30万円を上限とする
※国や地方公共団体などから別に助成措置などを受け
た場合は、補助対象経費から助成措置などの額を除く。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類ととも
に提出してください
●補助対象経費が確認できる領収書など（写し）
●消毒作業を実施した範囲が分かる作業写真
※感染事例発生の都度、申請を行うことができます。
申請受付期間
令和４年３月31日（木）まで
申請・問合先
役場総務課情報防災係 緯572-3111

令和３年度「全国安全週間」が実施されます
厚生労働省と中央労働災害防止協会では、「持続可
能な安全管理 未来へつなぐ安全職場」をスローガン
に、７月１日（木）～７日（水）の期間で第94回全国安全
週間を実施します。
この機会に、それぞれの職場で、新型コロナウイル
●

ス感染症の拡大防止に留意しつつ、労働災害防止の重
要性について認識をさらに深め、事業場での自主的な
安全衛生管理を推進するようお願いします。
問合先 帯広労働基準監督署安全衛生課
緯0155-97-1244

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧
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道特別支援金 受給事業者向け
「池田町経済対策特別支援金」のご案内（新型コロナ関連・町）
町では、北海道の「道特別支援金」の支給決定を受
けた町内事業者の皆さんに対し、支援金を支給します。
支給対象
「道特別支援金」の申請手続きを行い、北海道から
支給決定を受けた事業者であり、支給決定を受けた
時点で町内において事業を営んでいる個人または町
内に本社を持つ法人
※国の「一次支援金」の支給決定を受けた事業者は
対象になりません。
※道特別支援金の申請受け付けは８月31日（火）まで
です。
支援金 支給額
道特別支援金 支給決定額と同等の額

申請に必要な書類
●補助金交付申請書
●道特別支援金給付決定書の写し
申請受付期間
９月30日（木）まで
申請・問合先
役場産業振興課商工観光係
緯572-3218（ 受 平日８時45分～17時30分）
道特別支援金について
北海道ホームページ HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/
csk/tokubetsushienkin/01top.htm
道特別支援金コールセンター
緯011-351-4101（ 受 平日８時45分～17時30分）

結婚相談所「おびしんキューピット」のご案内
帯広信用金庫では、十勝管内で結婚を望
む方にお相手の紹介やお見合いの手伝いを
行うことにより、パートナーとの出会いと
結婚へのサポートを行っています。
会員資格
次の条件全てに該当する方
●十勝管内に住む方
●法的にも実生活上においても独身の方
●結婚したいという明確な意思のある方
●反社会的勢力ではないこと
●入会時の年齢が原則、20歳以上50歳以下の方
おびしんキューピットのシステム
①申込書に記載された「お相手の希望」に沿った方
の「プロフィール・写真」を見ていただきます
②会ってみたい方がいた場合、事務局からお相手の
方に連絡し、了解が取れれば、お見合いをしてい
ただきます（会場は帯広信用金庫第２ビル内）
③お見合い後に、交際希望の有無を確認します
④双方が交際を希望した場合、３カ月間の交際期間
を設けます。交際期間の中で「結婚を前提に交際
を継続」または「交際を辞退」の結論を出してい
ただきます

申し込み方法
●下記事務局へ電話
●下記ホームページから仮申し込み
●右記二次元コードから仮申し込み
おびしん
※いずれも事務局との面談があります。 キューピット
必要書類など
●申込書類（入会申込書、プロフィール、誓約書）
※下記ホームページから出力できるほか、下記事
務局への電話により郵送も可能。
●戸籍謄本または独身証明書
●最終学歴の卒業証書（ない場合は要相談）
●収入証明書（源泉徴収票など）
●申込書用写真１枚
（縦横５㌢程度、上半身の証明写真）
●プロフィール用写真２枚
（手札型８㌢×12㌢で全身１枚、上半身１枚）
●入会預かり金 10,000円（退会時に全額返却）
●印鑑（認め印で可）
●身分証明書（運転免許証など）
申込・問合先
おびしんキューピット事務局
帯広市西２条南７丁目７番地２ 帯広信用金庫第２ビル内
緯0155-67-7845（ 受 平日10～18時） HP http://www.obishin.co.jp

いきがい事業団からのお知らせ
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仕事を依頼してみませんか？
しっかりと、
丁寧に、
責任を持って行います
枝切り・伐採・草取り・畑起こし・草刈り・清掃・除雪・
大工・農作業など

金

経験・知識を生かし、一緒に働く仲間を募集
“シルバーパワー”
で
地域社会に貢献しましょう鎧
地域社会に貢献しましょう
鎧
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池田町字利別東町18番地
詳しくは
お問い合わせ 一般社団法人 池田町いきがい事業団
ください 緯０１５-５７２-３７
１３

11

June

2021

いきがい事業団

地元で買おう
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地元で使おう

地元で食べよう

シャディサラダ館

INFORMATION

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分・新型コロナ関連）
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中で、低所得のひとり親世帯を支援するため、給付金
が支給されます。
支給対象者
令和３年４月分の児童扶養手当受給者には、４月末
に当給付金が支給済みのため、それ以外の次に該当
するひとり親の方
①公的年金等を受給していることにより、令和３年
４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢
年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

※児童扶養手当の申請をしていれば、令和３年４
月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停
止されたと推測される方も対象です。
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている方
支給額
児童１人当たり一律５万円
申請受付期間
令和４年２月28日（月）まで
申請・問合先 役場町民課戸籍年金係 緯572-3114

国保特定健診を受けましょう
◆無料で国保特定健診が受けられます
国保特定健診は、血液検査と尿検
査を中心とした検査です。糖尿病や
高血圧症をはじめとした、長期化す
る病気の兆候・リスクを調べられ、
５月上旬に郵送した特定健診受診券
（黄色）があれば、無料で受けることができます。
１年に１回、間隔を空けずに受け、生活習慣病の芽
が小さいうちに発見しましょう。
町内の医療機関では、十勝いけだ地域医療センター、
くりばやし医院、藤田クリニックで受診可能です。
11月に保健センターに検診車が来る「日曜健診」と
「巡回ドック」でも受けられます。詳しくは、町ホー
ムページ（ HP https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/）
または「池田町保健カレンダー」をご覧ください。
なお、「緊急事態宣言」の期間中は、特定健診を
受けられない場合がありますので、ご了承ください。
◆近年の受診率は40～50％台で推移
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、受診
率の減少が見られたものの、近年は国民健康保険（国
保）
加入者の半数近くの方が健診を受け、受診率は
【右記グラフ】
40～50％台で推移しています。
国保加入者で、職場などで健診を受けた方や医療
機関に通院している方も国保特定健診の対象になり、

６月25日（金） 開 園

【営業時間】 8：00 ～ 16：00 ※雨天休園
８月２日
（月）
閉園まで

ご自分で収穫 １㎏ \800
冷凍販売 500ｇ \1,500
摘み取り用のカゴをご用意
しております。
お気軽にお立ち寄り
ください。
●

池田町国保特定健診 受診率の推移
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問合先
保健センター保健推進係 緯572-2100
役場町民課保険係 緯572-3114

ＥＣＣジュニア 池田教室
生徒募集中鎧
生徒募集中
鎧
オンラインレッスン
にも対応します

４・５・６年生
６年生クラス 木 17：00～18：00
中学１年生クラス 水 18：30～20：00
英検（５級から対応） 金 17：00～18：00
お問い合わせは

090-5079-7348（八木まで）
池田町字信取74-1

eccyagi@gmail.com
●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

原口農園

令和３年４月１日～同４年３月31日の期間中の採血
結果と尿検査結果を保健センターに提出することで、
特定健診を受診したと見なすことができます。血液
検査項目（中性脂肪、ＨＤＬ・ＬＤＬコレステロール、
血糖値、ヘモグロビンＡ１ｃ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ-ＧＴＰ）
および尿たんぱく・尿糖検査の全ての検査項目がそ
ろっているか確認し、検査項目が１つでも足りない
場合は、特定健診を受けましょう。

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧

ECC ジュニア
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風しん抗体検査費用の助成制度のご案内
北海道では、妊娠を希望する出産経験のない女性な
どを対象に、風しん抗体検査費用を助成しています。
対 北海道に在住し、
下記のいずれかの項目に該当する方
①妊娠を希望する出産経験のない女性
②妊娠を希望する出産経験のなく、かつ抗体のでき
ない女性の配偶者・同居者
③抗体価の低い妊婦の配偶者・同居者
※過去に風しん抗体検査を受けたことがある方、過
去に２回の風しんの予防接種を受けた方、検査に
より風しんと診断されたことがある方は除きます。
※配偶者・同居者との同時受検は、補助対象外にな
ります。
実施内容 一度、協力医療機関に支払った後、風しん
抗体検査費用を助成します

助 成 額 検査方法によって変わります
●ＥＩＡ法 6,790円
●ＨＩ法
5,460円
※いずれかの検査方法により、１回のみ
上記金額を限度として助成。
検査可能な町内医療機関
十勝いけだ地域医療センター、くりばやし医院
申請書類 北海道風しん抗体検査事業補助金交付申請
書と領収書、住所地を証明する書類（健康
保険証など）の写しを下記まで提出
実施期間・申請書提出期限
令和４年３月15日（火）まで ※必着。
提出・問合先
帯広保健所保健係 緯0155-27-8637

自衛官など募集のお知らせ
募集種目

募集資格

受付期間

航 空 学 生

海上自衛隊：18歳以上23歳未満の方
航空自衛隊：18歳以上21歳未満の方
（高卒者
【見込み含む】または
高専３年次修了者
【見込み含む】
）

１次：９月20日
（月・祝）
７月１日（木）
（金）
１次：９月16日
（木）・17日
～９月９日（木）
のうち指定する日

一般曹候補生
18歳以上33歳未満の方

男子：９月22日
（水）
・23日
（木・祝）
のうち指定する日
女子：９月24日（金）

自衛官候補生
推 薦
防衛大学校学生

試験日

９月25日
（土）
・26日
（日）
９月５日（日）
～９月10日（金） １次：９月25日（土）

総合選抜

７月１日（木）
18歳以上21歳未満の方
１次：11月６日（土）
・７日
（日）
～10月27日（水）
（高卒者
【見込み含む】または
高専３年次修了者
【見込み含む】
） ７月１日（木）
（日）
防衛医科大学校医学科学生
１次：10月23日
（土）・24日
～10月13日（水）
一 般

７月１日（木）
１次：10月16日（土）
～10月６日（水）

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

※募集資格の年齢は、採用時期によって異なります。なお、受付期間や試験日は、状況により変更になる場合があります。
詳しくは下記までお問い合わせください。

申込・問合先

自衛隊帯広募集案内所 緯 FAX 0155-23-8718

Ｅ obihiro.pco.tokachi@rct.gsdf.mod.go.jp

ブリヂストン高圧ホース/ 横浜ゴム㈱アッセンブリ指定店

株式会社

山本鉄工

油圧ホース・高圧ホースの加締機業務
機械製作・出張修理・溶接
〒０８３-００３４ 中川郡池田町利別本町２０-１４
ＴＥＬ ０１５-５７２-４２９８ ＦＡＸ ０１５-５７８-９０３０

携帯 ０９０-４８７９-７８８５
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山本鉄工

INFORMATION

脳ドック（北斗病院）の
ご案内

公営住宅などの入居者を募集
名 称

間取り

高島団地３号
緑苑団地55号

建 設

家賃（月額）

昭和50年度

6,200～ 9,200円

昭和51年度

緑苑団地68号
緑苑団地78号

３ＤＫ 昭和52年度

8,000～11,900円
7,400～11,100円

本年度の脳ドック申込枠が、下記の日程で終了とな
ります。先着順となっていますので、希望する方はお
早めに申し込みください。
受診日程 ※６月９日現在の情報です。
受診日

8,600～12,800円

受付 人数

受診日

受付 人数

７月 26日（月） 午前

１

２日（木） 午前

２

17日（金） 午後

２

６日（月） 午後

２

21日（火） 午後

２

７日（火） 午後

１

27日（月） 午前

１

８日（水） 午後

２

28日（火） 午前

１

３ＬＤＫ 平成元年度 15,400～23,000円

15日（水） 午後

２

29日（水） 午前

２

新10丁目団地125号

平成４年度 20,700～30,800円

16日（木） 午後

２

新10丁目団地423号

平成５年度 22,300～33,300円

４日（月） 午前

２

18日（月） 午後

２

新10丁目団地612号 ２ＬＤＫ 平成７年度 19,600～29,200円

５日（火） 午前

１

19日（火） 午後

２

11日（月） 午後

２

25日（月） 午前

２

10月 12日（火） 午後

２

26日（火） 午前

２

13日（水） 午後

２

27日（水） 午前

２

14日（木） 午前

２

28日（木） 午前

２

15日（金） 午前

２

緑苑団地89号
緑苑団地90号

昭和53年度

9,200～13,700円

緑苑団地92号
緑苑団地109号

昭和55年度 11,000～16,500円

緑苑団地111号
９丁目団地53号

利別本町団地Ａ棟202号 ３ＬＤＫ 平成13年度 25,300～37,600円
８丁目団地303号

平成３年度

８丁目団地402号

28,000円

単身者住宅

３丁目団地95-11号
３丁目団地95-21号 １ＬＤＫ
３丁目団地95-22号

平成７年度

受付時間

33,000～40,000円

３丁目団地95-25号
３丁目団地97-13号

９月

平成９年度

対 町税などの滞納がなく、収入基準に該当する方

その他、住宅により入居条件があります
入居時期
７月中旬（予定）
申し込み方法
申込書と必要書類を下記係まで提出してください
受 ６月15日
（火）
～30日（水）
※土・日曜を除く。
申込・問合先
役場町民課環境住宅係 緯572-3114

午前 ８時30分～８時45分
午後 12時15分～12時30分
対 下記の① ②を満たす40歳以上の町民の方
①脳外科に通院していない
②令和２年度に町の脳ドックの助成を受けていない
料 60歳未満 12,600円（国保特定健診受診券を利用した
場合 8,900円）
60歳以上 14,800円（国保特定健診・後期高齢者健診
受診券を利用した場合 11,100円）
受 ７月分 ６月25日
（金）まで
９月分 ７月29日（木）まで
10月分 ９月２日（木）まで
※申し込みは先着順。
申込・問合先
保健センター保健推進係 緯572-2100

生徒 募 集

●

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

川端ピアノ教室●変更

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧

サカモトメタル

June
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国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です

忍び寄る犯罪組織の国際化
～あなたの目が街を守ります～
近年、外国人技能実習制度の活用などにより来日外
国人が増加する一方、一部外国人による不法滞在や不
法就労などの犯罪増加が懸念されています。
最近では、在留カードを偽造して不法就労をする、在
留資格の不正取得を目的に偽装結婚をするなど、その手
口は悪質・巧妙化しており、これらの犯罪に国際的な犯
罪組織が関与していることもうかがわれます。このよう
な中、今年は東京オリンピック・パラリンピック競技大
会が予定されており、北海道警察ではテロなど違法行
為の未然防止へ向けた各種取り組みを推進しています。
地域の安全を妨げる国際犯罪組織の暗躍を防止する
ためには、警察や関係機関のみならず、住民の皆さん
のご協力が欠かせません。ささいなことでも構いませ
んので「おかしいな？」と思ったら、警察に通報して
ください。皆さんのご協力をお願いします。
問合先 池田警察署 緯572-0110

国民年金保険料の納付には口座振替
が利用できます。口座振替を利用する
と保険料が自動的に引き落とされるた
め、金融機関などに行く手間が省ける
上、納め忘れもなく、とても便利です。
また、当月分の保険料が当月末に引
き落とされることで月々50円の割引となる「早割制度」
をはじめ、さらに割引額が多い「６カ月前納・１年前
納・２年前納」もあり、大変お得です。
口座振替を希望される方は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届け出印を持参し、下記までお申し出
ください。
問合先 帯広年金事務所国民年金課
緯0155-25-8113
役場町民課戸籍年金係
緯572-3114

池田町過疎地域持続的発展市町村計画
（素案）
へのパブリックコメントを実施
過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策
緊急措置法が制定されて以降、これまで約50年にわた
り特別措置が講じられてきましたが、人口減少や少子
化、高齢化がより一層進行するなど依然として厳しい
状況にあることから、過疎地域の持続的発展という新
たな理念の下、令和３年４月、過疎地域の持続的発展
の支援に関する特別措置法が施行されました。
池田町でも、新た
な法律の下、
「地域
の持続的発展の基本
的方針に関する事項」、
「地域の持続的発展
に関する目標」など
を、池田町過疎地域持続的発展市町村計画として定め
ることとしていますが、本計画の策定に当たり、町民
の皆さんの意見を述べる機会を確保し、計画策定への
参画を促進するため、パブリックコメント（意見提出
制度）を実施します。

パブリックコメントを実施する計画
池田町過疎地域持続的発展市町村計画（素案）
意見募集期間
７月６日（火）～８月５日（木）
資料の閲覧方法
役場企画財政課企画統計係、高島支所
※土・日曜、祝日を除く。
※町ホームページでも資料を閲覧・取得できます。
意見の提出方法
持参・郵送・ファクス・メールのいずれかの方法に
より、下記係へ提出してください
※頂いた意見に対する個別の回答は行いませんので、
あらかじめご了承ください。
提出・問合先
〒083-8650 池田町字西１条７丁目11番地
役場企画財政課企画統計係 緯572-3112 FAX 572-5158
Ｅ kikaku@town.hokkaido-ikeda.lg.jp
HP https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/
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町民向け「補助制度」をご存知ですか？
☆家を新築したい！中古住宅を買いたい！

Ｗ ｈｅｎ？

＝「住宅取得応援奨励金」
（最大40万円）を活用する
☆家を直したい！水廻りを変えたい！塗替えしたい！

＝「住宅等リフォーム促進奨励金」
「住宅等リフォーム促進奨励金」
（最大50万円）を活用する

家族写真・たまに写してみませんか
御遺影写真・肖像写真・集合写真・出張撮影 承り中
スマホの写真プリント、
メールで承ります

☆古い住宅等建物を解体したい！

＝「老朽建物解体促進奨励金」
（最大50万円）を活用する
新築・増改築
池田町旭町２－５ 株式会社
TEL .015-572-2290 Web : http//aksk.co.jp

赤坂建設

15

June
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赤坂建設

地元で買おう

き

あなたの大切な時
あなたの大切な
時間はいつですか

原｜田｜写｜真｜館
ＴＥＬ 015-572-2302 FAX 015-572-6182
池田町大通６丁目15番地 harada-e@clock.ocn.ne.jp

地元で使おう

地元で食べよう

原田写真館●５・６月号用

INFORMATION

道路・水道工事に伴う町道の交通規制のお知らせ
②清見南４線通 路肩補修工事
南４線通（清見地区）
６月下旬～９月中旬

南３線通

工事区間

南４線通

号線

至 池田市街

清見東

西１条４～６丁目
６月中旬～11月中旬

清見高台線

①西１条通 道路整備工事・舗装整備工事・
配水管整備工事
工事区間
工事予定期間

北

愚

工事区間
工事予定期間

至至 様舞

町では、安全で快適な通行を確保するとともに、老
朽化した水道管を耐震性の優れた管にするため、道路・
水道の更新工事を順次行っており、次の通り工事を実
施する予定です。
工事の実施に伴い、騒音や振動、町道の一部交通規
制（片側交互通行）など、ご迷惑をお掛けしますが、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

40

池田高校

愚

北

道道帯広浦幌線

至 清見

清見東台線

６丁目通

工事区間
工事予定期間

旭町４丁目９号通
６月中旬～９月
北

桜通

道道 帯広浦幌線

西２条通

③旭町４丁目９号通 石綿セメント管更新工事

５丁目通

川

線

二

見

清

工事区間

ᐩ
㏻

旭通

富士通

西１条通

十勝いけだ
十勝いけだ
地域医療
センター

至至 東台

役場

愚

至 利別

清見ケ丘
公園

４丁目通
旭町４丁目９号通

工事区間
至至 池田市街

中央
公園

道路 役場建設水道課土木係

●

▼

問合先

▼

３丁目通

願慶寺

水道 役場建設水道課都市施設係

ともに緯572-3269

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

くりばやし医院

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧
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ご家庭に住宅用消火器を
設置していますか？

「池田町戦没者追悼式」
開催 中 止 のお知らせ

住宅用消火器は、初期消火に非常に効果のある消火
用具であり、約７割の確率で初期消火に成功し、被害
を最小限に抑えることができるとされています。住宅
用消火器を設置し、もしものときに備えましょう。
住宅用消火器を選ぶポイント
●適応する火災を確認する
住宅用消火器には「粉末タイプ」と「強化液タ
イプ」の２種類があります。それぞれに適応する
火災が異なりますので、下記の表を参考に用途に
合ったものを選びましょう。

強化液タイプ

粉末タイプ

粉末の薬剤が広い範囲を覆
って、火勢を抑えます。制
炎性の優れた粉末で消火し
ます。

消火対象
木・紙
布・布団
灯油
天ぷら油
コンセント
プラスチック
消火範囲

新型コロナウイルスの感染
拡大を受け、町内でのまん延
防止や安全確保の観点から、
６月23日（水）に予定していた
「池田町戦没者追悼式」の開
催中止を決定しました。
町民の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解
をお願いします。
問合先 保健センター福祉係 緯572-2100

日頃から地震に備えましょう

薬剤が霧状に放射され火を
消します。水系なので、冷
却効果と浸透性に優れてお
り、布団火災や天ぷら火災
に効果的です。

粉末消火器
〇
△
◎
〇
〇
〇
〇

強化液消火器
〇
◎
△
◎
〇
〇
△

●認定機関の表示を確認する
右の国家検定に合格していること
を示す表示がされているものを選び
ましょう。
住宅用消火器を設置する際の注意点
●使用方法を事前に確認する
●いざというときに使用しやすい場所に設置する
●湿気の多い場所や雨、風の影響を受ける場所に
設置するのは避ける
問合先 池田消防署予防係 緯572-3119

地震大国の日本で、私たち
は今まで幾度となく地震の被
害を受けてきました。被害を
最小限にするため、次のこと
に注意し、日頃から地震に備
えましょう。
●家具を壁に固定するなどして転倒や落下を防止し、
避難路となる出入り口や窓の周囲に物を置かないよ
うにする
●ガラスなどの飛散物や停電に備えて、スリッパや懐
中電灯はすぐに使えるよう身近な場所に置いておく
●数日間、生活できるだけの備蓄品や非常用持ち出し
品を用意し、リュックサックなど両手が使える背負
い式のバッグに入れておく。備蓄品などの使用期限
は定期的に確認する
●地震が発生した後では、持病の薬や常備薬が手に入
らないことがあるため、いつでも持ち出せるよう準
備しておく
●家族で防災について話し合い、避難場所や避難ルー
トを確認し、家族の中で役割分担を決めておく
●家族間の連絡方法として、災害用伝言ダイヤル「171」
や携帯電話の「災害用伝言板サービス」、パソコン
の「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」の利
用方法を確認しておく
問合先 池田消防署警防係 緯572-3119

住宅のリフォーム・解体、
暮らしのお手伝い

㈱ライフサポートみさか
家の新築・改修・修理・解体・大型ごみの処理
ハチの巣駆除、庭・墓清掃
遺品整理
（遺品整理士が対応）など
池田町字利別西町35番地６

建設業許可【北海道知事許可（般-30）+第03989号】
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地元で買おう

ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄみさか

地元で使おう

地元で食べよう

塚本歯科

INFORMATION
「教科書展示会」を
開催します
文部科学省が採択し
た小・中学校、高校の
教科書を、下記の通り
展示します。
時 ６月23日
（水）～７月７日（水）
９～22時
※月曜
（休館日）を除く。
所 総合体育館 ロビー
問合先 教育委員会学校教育係
緯572-5222

６月は「外国人労働者
問題啓発月間」です
国内で就労している外国人は多数
いますが、就労状況をみると、社会
保険などの未加入や適正な労働条件
が確保されていないなどの問題が散
見されます。
このような状況を踏まえ、外国人
を雇い入れる際は、次の３点をご確
認ください。
①就労が認められる在留資格であ
ること
②雇い入れ・離職の際には、それ
ぞれハローワークに届け出を行
うこと
③労働保険・社会保険などの加入
をはじめ、適正な雇用管理を行
うこと

町長の資産を
公開します

池田小学校プールを
一般開放します
時 ７月５日
（月）～８月31日（火）

池田町長の資産などを下記の日程
※８月13日（金）～16日（月）は休館。 で公開します。どなたでも閲覧する
◆平日（夏休み期間外）
ことができます。
時 ６月30日
（水）から
15～17時
８時45分～17時30分
※木曜は20時まで。
（７月22日～８月12日）
※役場の閉庁日を除く。
◆夏休み中の平日
10～17時
閲覧場所・問合先
※木曜は20時まで。
役場総務課総務係
◆土曜
緯572-3111
10～20時
◆日曜・祝日
町が使用する業務用封筒
10～17時
の有料広告を募集します
料 無料
※利用者はあらかじめ自宅で検温し、
封筒形状 封筒数量 広告規格
来場時に氏名、体温、連絡先を名
縦120㍉×
簿に記入してください。
角形２号
5,000枚
横100㍉
※利用者が多数となった場合は、お
（１枠）
枠数
掲載位置 掲載料
待ちいただくことがあります。
※プール以外ではマスクを着用して
４枠
封筒裏面
10,000円
ください。
※更衣室では密集を避けてください。
使用期間
問合先
７月下旬（予定）から
教育委員会社会教育係 緯572-5222
在庫がなくなるまで

くりりんセンターから
のお知らせ

対 町内に事業所などがある法人・団

体・事業を営む個人。または法令
により２つ以上の事業所を設ける
７月19日（月）
ことができないと定められている
は、くりりんセ
町内に住所を有する個人事業主
ンター点検整備
申し込み方法
のため、休館日
下記係にある申込書（町ホームペ
ージ HP https://www.town.hokkaido
なお、厚生労働省では、労働施策 です。家庭ごみの持ち込みはできま
-ikeda.lg.jp/ からも出力可能）に
総合推進法に基づき、外国人労働者 せんので、ご注意ください。
必要事項を記入し、
提出してください
なお、７月22日（木・祝）の「海の
の適正な雇用管理のための指針を定
めています。外国人を雇用する際は、 日」、23日（金・祝）の「スポーツの日」 受 ７月１日（木）まで
※土・日曜を除く。
ルールを守り、適正に雇用するよう は開館します。
問合先 十勝圏複合事務組合
申込・問合先
お願いします。
くりりんセンター
役場企画財政課財政係
問合先 ハローワーク帯広 池田分室
緯0155-37-3550
緯572-3112
緯572-2561

「空き家等家財片付け支援奨励金」 制度あります

●

●

「池産池消」の心で故郷を応援しよう
ち さん ち しょう

kids ｱｰﾄはるの木 / 池田

愛町購買運動にご協力を鎧
愛町購買運動にご協力を
鎧
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産

ご誕生おめでとうございます

安全運転を心掛けましょう
～町内で複数の交通事故が発生しています～
５月27日 20時40分ごろ、西１条１丁
目の町道（総合体育館 駐車場付近）で、
乗用車が緩やかなカーブを曲がり切れず、
対向車線を越えて街路樹に衝突し、運転
手が死亡する事故が発生しました。
６月７日 14時50分ごろには、西３条
７丁目の道道（池田小学校 北側）で、町の交通安全推進員が横
断歩道を渡る児童・生徒の交通指導中に軽トラックにはねられ、
負傷する人身事故が発生しました。

一般的な交通事故の原因
●前方不注意
●交差点での歩行者など
の見落とし
●夜間の安全不確認

令和３年度税務職員
採用試験のお知らせ

（５月受付分）

●スピードの出し過ぎ
●信号無視や一時不停止
●スマートフォンの操作など
によるわき見運転

札幌国税局では、国税局や税務署
において税のスペシャリス
トとして活躍する税務職員
を募集しています。
対 高卒見込みの方および高
卒後３年を経過していな
い方
受 インターネット申し込み
（水）
６月21日（月）～30日
HP http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※インターネット申し込みができ
ない場合は人事院北海道事務局
（緯011-241-1248）までお問い合
わせください。
第１次試験 ９月５日（日）
※基礎能力試験、
適性試験、
作文試験。
問合先 札幌国税局人事第２課採用担当
緯011-231-5011（内線2315）
または十勝池田税務署
緯572-2171

交通事故を未然に防ぐため、慣れた道でも油断せず、確実に
安全確認を行いましょう。また、自動車を運転するときは適宜
休憩を取り、体調が優れない場合は運転を控えましょう。
問合先

池田町生活安全推進協議会
（事務局：役場総務課情報防災係） 緯572-3111

町道民税（第１期）
納期限は ６月30日
（水）です。 期限内に納めましょう外
問合先

役場税務課税務係

人の 動 き

男

女

緯572-3214
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内は前月比

「ダメ。
ゼッタイ。
」
薬物乱用をなくそう外
薬物の乱用は、世界中の国々で深
刻な社会問題となっています。日本
でも大麻や覚醒剤、シンナーなどを
青少年が使用したり一般の方が入手
したりするなど、薬物使用の低年齢
化・広域化が進んでいます。
毎年６月26日は「国際麻薬乱用撲
滅デー」です。北海道では薬物乱用
の根絶を目指して「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動に取り組んでいます。薬物
などについて相談がある方は、下記
までお問い合わせください。
問合先 北海道薬物乱用防止指導員
髙田秀司さん 緯572-5251

※「こんげつの編集後記
こんげつの編集後記」はお休みします。

土地・建物の登記手続き
売買・贈与・相続

司法書士 小林伸兼

事務所

池田町字利別西町14番地６
TEL（015）572-8808
FAX（015）572-8807
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地元で買おう

地元で使おう

細川経営● R2.6月～デザイン

地元で食べよう

小林伸兼●ﾃﾞｻﾞｲﾝそのまま
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燃やせるごみ収集地区
燃やせない・資源ごみ収集地区
粗大ごみ収集地区
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・農 駒「池田町ごみ分別ガイド
（最終ページ）
」掲載の家庭ごみ収集地区

せん てい

剪定枝収集地区
（４～11月）

６月号 令和３年６月15日発行 通巻第878号

十勝いけだ地域医療センター外来診療の受付時間
午前●８：30～11：30 午後●13：30～16：15 緯572-3181
●専門外来 眼 駒眼科（土曜は要事前予約） 整形 駒整形外科 皮膚 駒皮膚科（要事前予約） 泌尿 駒泌尿器科 禁煙 駒禁煙外来（要事前予約）

葛今月の「暮らしのカレンダー」掲載行事などは、６月９日現在の情報に基づき掲載しており、
状況によっては中止・延期などへと変更になる場合があります。
（月）
からの再開を予定
葛ＲＯＣＯＣＯ本店・ＲＯＣＯＣＯ２号店などで行う「通いの場」は、７月５日
しています。詳しくは池田町社会福祉協議会（緯579-2222）までお問い合わせください。
２象

６/20裳
６/20
裳
ワイン城リニューアルオープン１周年

21訟
21
訟

泌尿 禁煙

Ａ

Ｅ農

巡回ドック（～22日）
６：30～10：00受付 西部地域コミセン
子どもセンター開放
（～25日） ①９：00～11：30
②13：00～16：00 ※月・水曜は①のみ。

22証
22
証

Ｂ

Ａ

遊ゆう大学 入学式 10：00 社会福祉センター
まる元運動教室 ＲＯＣＯＣＯ２号店
①10：30～11：30 ②13：15～14：15 ③14：45～15：45

23詔
23
詔

Ｃ

Ｂ

教科書展示会（～７月７日）
９：00～22：00 総合体育館ロビー
※休館日（月曜）を除く。

24詳
24
詳

皮膚

Ｄ

眼

資料整理休館

26賞
26
賞

Ｅ農

Ｃ

Ｄ

図書館

ＤＥ農

眼（予約制）

●発行/池田町 ●編集/広報広聴係 〒083‐8650 北海道中川郡池田町字西１条７丁目
℡015‐572‐3111 FAX015‐572‐5158 https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/

わんぱく体験塾「面白サイエンス～空気砲
であそぼう外」 ９：30 西部地域コミセン
ＩＫＥＤＡキッズクラブ「いけダッシュ」②
10：30 総合体育館（予定）
青空リサイクル市（～７月２日）
11：00～17：00 図書館前通路スペース
※休館日（月曜）を除く。

Ａ

Ｅ農

子どもセンター開放（～７月２日） ①９：00～11：30
②13：00～16：00 ※月・水曜は①のみ。

29証
29
証

３賞

整形

Ｂ

Ａ

まる元運動教室 ＲＯＣＯＣＯ２号店
①10：30～11：30 ②13：15～14：15 ③14：45～15：45

30詔
30
詔
７/１詳
７/１
詳

Ｃ
Ｄ

BC

Ａ

わんぱく体験塾「ボルダリング教室」
９：30 ボルダリングジム レッドポイント
運動会 池田カトリック幼稚園

Ｂ
Ｃ

10賞
10
賞

第38回十勝ワイン杯バドミントン大会
９：00 総合体育館

５訟

Ａ

泌尿 禁煙

Ｅ農

６証

Ｂ

整形

Ａ

子どもセンター開放
（～９日） ①９：00～11：30
②13：00～16：00 ※水曜は①のみ。
運転免許証更新時講習 西部地域コミセン
（肢違反10：00 優良13：00 一般13：40）
まる元運動教室 ＲＯＣＯＣＯ２号店
①10：30～11：30 ②13：15～14：15 ③14：45～15：45

７詔

農

Ｃ

Ｂ

再生ボランティアサロン
（要予約）13：00 ＲＯＣＯＣＯ
４・10カ月、
１歳健診 保健センター
◆令和３年２・３月生まれ 13：00～13：15受付
◆令和２年８・９月生まれ 13：15～13：30受付
◆令和２年４・５月生まれ 13：00～13：30受付
ブックスタート 13：30 保健センター
皮膚

Ｄ

Ｃ

子宮がん・乳がん検診
８：30～11：15受付 保健センター
天声人語茶論
（要予約） 14：00 ＲＯＣＯＣＯ
知識力アップサロン
（要予約） 15：30 ＲＯＣＯＣＯ
わくわくデー 池田カトリック幼稚園

９象

眼

Ｅ農

Ｄ

ふれあい昼食会
（登録者）
①９：15 ②10：30 保健センター
ふまねっとカフェ
（先着20人、
予約優先）
10：00 ＲＯＣＯＣＯ２号店
池田おもちゃ病院開院日
（要予約）
／ＲＯＣＯＣＯ
おもちゃサロン
（おもちゃ貸出のみ、
要予約）
13：30 ＲＯＣＯＣＯ２号店
エルム祭 池田高
※一般公開なし。

●健康・育児相談（要予約） 毎週火曜 ８：45～17：00 保健センター
（西３条５丁目）
●消費生活相談 毎週金曜 13：00～17：00受付 池田町消費生活相談室
（西３条６丁目）

AE

眼（予約制）

Ｂ

ＩＫＥＤＡキッズクラブ「いけダッシュ」③
10：30 総合体育館（予定）
いけだ食堂みんなのキッチン
（持ち帰り
軽食提供） 11：30～12：30 保健センター
※先着30食、事前予約不可。

11裳
11
裳
12訟
12
訟

４裳

８詳

27裳
27
裳
28訟
28
訟

Ｄ

移動子どもセンター ９：45 保健センター
ダーツサロン
（先着12人、
予約優先）
10：00 ＲＯＣＯＣＯ２号店

遊ゆう大学授業「故郷で商い四方山話（よもやまばなし）」
①10：10 ②13：45 ③15：00 西部地域コミセン

25象
25
象

Ｅ農

赤ちゃんルームこあら 10：00 保健センター
６カ月相談 保健センター
◆令和２年11・12月生まれ 10：00～10：15受付

禁煙

Ａ

Ｅ農

移動子どもセンター ９：45 保健センター
ダーツサロン
（先着12人、予約優先）
10：00 ＲＯＣＯＣＯ２号店

13証
13
証

Ｂ

Ａ

子どもセンター開放
（～16日） ①９：00～11：30
②13：00～16：00 ※水曜は①のみ。
まる元運動教室 ＲＯＣＯＣＯ２号店
①10：30～11：30 ②13：15～14：15 ③14：45～15：45

14詔
14
詔

Ｃ

Ｂ

再生ボランティアサロン
（要予約）13：00 ＲＯＣＯＣＯ

15詳
15
詳

Ｄ

Ｃ

とかち生活あんしんセンター
「生活・仕事相談会」
９：30～11：20 保健センター
※前日までに要申し込み。緯0155-66-7112
天声人語茶論
（要予約） 14：00 ＲＯＣＯＣＯ
アクアサイズ教室 19：00 池田小プール
地域開放日 池田カトリック幼稚園

16象
16
象

Ｅ農

Ｄ

赤ちゃんルームこあら 10：00 保健センター
ふまねっとカフェ（先着20人、予約優先）
10：00 ＲＯＣＯＣＯ２号店
遊ゆう大学授業「池田町の地域福祉について」
①10：10 ②13：45 ③15：00 西部地域コミセン

17賞
17
賞

Ｄ

Ｃ

キッズ水泳教室（～18日）
10：00 池田小プール
普通救命講習 13：00 池田消防署
※１週間前までに要申し込み。緯572-3119
十勝東部４町図書館交流連携事業４ｄｅ
ビンゴ2021
（～８月15日） 図書館

18裳
18
裳
19訟
19
訟

泌尿

Ａ

Ｅ農

移動子どもセンター ９：45 保健センター
ダーツサロン
（先着12人、予約優先）
10：00 ＲＯＣＯＣＯ２号店
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