
まちまち の 日記帳日記帳

　第６回少年教室「山岳ガイドと楽しむ冬の自然体験

活動」がＢ＆Ｇ海洋センター敷地内で行われ、町内小

学校の児童７人が参加しました。

　講師の㈱しゃこまる（美国町）代表の奈良 亘さん、

地域おこし協力隊の國見 祐介さんから説明を聞いた

後、雪板やスノーバイクを手に取り、何度も雪山に登

り楽しんでいました。

　その後、南極越冬隊として約２年間南極で生活をし

た奈良さんから南極での生活や体験談など、普段聞く

ことのできない貴重な講話に興味津
しんしん

々の様子でした。

冬の遊びを堪能！
少年教室「冬の自然体験活動」

　生活習慣が乱れがちな冬休み期間中に、望ましい生

活習慣と学習習慣を身につけることを目的とした、冬

休み「朝活どう場」がＢ＆Ｇ海洋センターで行われ、

町内小学校の児童延べ22人が参加しました。

　児童たちは、各小学校の先生の指導を受けながら各

自持ち寄った冬休みの宿題を進め、わからない部分を

先生に質問するなど真剣に取り組んでいました。

 １
　　13

おいしいお餅できました！
 保育所「もちつき大会」

びくに保育所、みなと保育所、子育て支援センター

で、もちつき大会が行われ、エプロンと三角巾に身を

包んだ園児たちが臼と杵を使って餅つきに挑戦しまし

た。

　園児たちは重たい杵に苦戦しながらも、掛け声に合

わせて餅をつき、お餅が出来上がっていく様子を興味

深そうに見つめていました。

　出来上がったお餅は、お雑煮などにして美味しくい

ただき、手作りのお餅に大満足の様子でした。

 １
　　12

町内児童が合同学習！
 冬休み「朝活どう場」

12
　　26

12
　　27

 １
　　13

12
　　27
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北海道での 2 月上旬は、1 年を通じて気温が最も低くなり冬の厳しさが続きます。また、中旬にかけても

冬型の気圧配置や低気圧の影響で暴風雪や大雪などで社会生活に大きな影響をうけることがあります。

札幌管区気象台からのお知らせ札幌管区気象台からのお知らせ 「気象情報を活用した「気象情報を活用した

【問合わせ先】札幌管区気象台 防災調査課　℡ 011-611-6149

しかし、下旬なると、春に向けての気温が高くなり、雨が降る日も出てきます。

　このため２月は、１カ月をとおしてだけでなく日々の中でも、寒暖の差を感じていく時期で、自然現

象としても雪や雨、場合によっては暴風雪など、様々な自然現象が発生する時期となっています。

　また、積雪が多い状態で雨が降ったり気温が高くなると、融雪（雪解け）が進み、生活に影響が出る

行動計画を」行動計画を」

こともあります。河川の増水や低い土地の浸水、土砂災害が予想さ

れるのは３月以降が中心ですが、２月でも、融けかけた雪が排水溝

を塞いで生活に支障が出ることがありますので注意しましょう。

　冬から春に向けて、生活や活動が活発になる時期ですが、低気圧

により雨から雪へと天気が急変する時期でもあることから、日々の

天気予報だけではなく、週間天気予報等を参考にして計画的な行動

計画を立てることをお勧めします。

申告の際に持参していただくもの

①マイナンバーカード

②確定申告のお知らせ（ハガキまたは

封筒）（税務署から送られてきた方）

③給与所得・公的年金の源泉徴収票

　生命保険満期受取金の支払通知書

④事業決算書及び経費算入に必要な

　帳簿や領収書等

⑤国民年金保険料の控除証明書又は

　領収書、社会保険料保険料がわか

　る源泉徴収票又は領収書、生命保

　険料・地震保険料の控除支払証明

　書

⑥医療費控除の明細書及び医療費の

　領収書（または医療費のお知らせ）

⑦預金通帳または口座番号の控え

（所得税の還付が見込まれる方）

次の日程で令和５年度（令和４年
分）に係る申告相談を行います。
　日程の都合の悪い方は、他の会場
でも受付できますが、必ず事前に役
場税務課（44-3384）までご連絡くだ
さい。

『各種給付金等の支給申請』や『公

営住宅への入居申請』には、町道民

税または所得税の申告が必要です。

ご注意ください

月日 (曜日） 対象地区 場　所 時　間

２月 22日㈬
町内全地区

（漁業・農業等の　　   
　自営業者以外の方）

総合文化センター

１階　ロビー
18：00～20：00

◆次の１日間は「夜間」も受付します◆

※受付状況によっては、お待ちいただく時間が長くなる場

　合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

「町道民税「町道民税及び及び所得税」申告相談所得税」申告相談
◆申告相談日程◆

月日 (曜日） 受付地区 場　所 時　間

２月１日㈬ 来岸・西河 来岸会館 9：30～16：00

２日㈭ 神　岬
余別地区

コミュニティセンター

9：30～16：00

３日㈮
余　別

9：30～16：00

６日㈪ 9：30～ 12：00

７日㈫ 入　舸 入舸会館 9：30～16：00

９日㈭ 日　司 日司

みなと防災センター

9：30～16：00

10 日㈮ 日司・入舸 9：30～ 12：00

13 日㈪ 幌武意 幌武意寿の家 9：30～16：00

14 日㈫ 丸　山 丸山会館 9：30～ 12：00

15 日㈬ 婦　美 婦美会館 9：30～16：00

17 日㈮ 小泊・寺町・常盤

総合文化センター

１階　ロビー
9：30～16：00

20 日㈪ 柳町・茶津

21 日㈫ 浜　町

22 日㈬ 山岸・西仲・中央

24 日㈮ 栄　町

27 日㈪ 多茂木・川上

28 日㈫ 東浦・西浦

３月２日㈭ 野塚（農業以外） 野塚地区

ふれあい交流館

9：30～16：00

３日㈮ 野塚（全般） 9：30～ 12：00
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小樽海上保安部便り小樽海上保安部便り     Ｎ o.33 海の 「もしも」 は海の 「もしも」 は

１１８番１１８番

－余市警察署通信－－余市警察署通信－

～ 2022 年の小樽海上保安部管内～ 2022 年の小樽海上保安部管内（※）（※）

■吹雪や大雪などで前が見えないのに運転することは、目

　隠しをして運転しているのと同じで、とても危険です。

■悪天候時は、不要不急の外出は控えましょう。

→やむを得ず車で外出するときは、事前に天候や道路情報

～悪天候時の運転～～悪天候時の運転～
落氷雪、除雪等作業中の事故防止落氷雪、除雪等作業中の事故防止

　を確認するとともに、防寒具やスコップ、使い捨てカイ

　ロ等を準備しましょう。

→立ち往生した時は、一酸化炭素中毒防止のため、マフラー

　の排気口付近の除雪をしましょう。

■早めの氷雪下ろしを！

→氷雪は早めに下ろして、落氷雪による事故

　を防止しましょう。

■雪下ろし作業は複数で行い、安全確保！

→作業は補助者を置くなど複数で行いましょ

　う。

■除雪機に注意！

→エンジンを掛けた

　まま雪詰まりを取

　り除くなどの作業

　は絶対にしないよ

　うしましょう。

①船舶海難の発生状況

　（１）2022 年の船舶海難隻数は 17 隻で、昨年に比べ９隻減少。

　（２） 船舶海難による死亡・行方不明者数は０人で、昨年に比べ増減なし。

②人身海難の発生状況

　（１） 2022 年の人身海難者数は 22 人で、昨年に比べ 33 人減少。

　（２）人身海難による死亡・行方不明者数は 10 人で、昨年に比べ６人減少。

今月の納期今月の納期
（注）口座振替をご利用の方は、
２月27日㈪に引落しになり
ますので、前日までに残高の
確認をお願いします。

【問合わせ先】
　役場税務課 TEL44 － 3384

●介護保険料 第８期

●国民健康保険税 第８期

●後期高齢者医療保険料 第８期

　　　納期限　　２月 27日㈪

●上下水道使用料金 １月分

●住宅使用料 ２月分

　　　納期限　　２月 28日㈫　　　

における海難発生状況について における海難発生状況について ～～
（※）小樽海上保安部管内…石狩・後志地方
     （石狩市浜益区～島牧郡島牧村）における沿岸地域

船舶海難の船種別ではプレジャーボートが全体の約８割となっています。原因の多くが船位不確認又は気象・

海象の不確認等の運航上の不注意であることから、『常時見張りの徹底をする』『最新の気象情報を確認し、悪化

が予想される場合には出航の取り止めや早期帰航をする』『発航前には必ず、船体、機関等についてしっかりと

点検する』ことを徹底しましょう。

　人身海難は、昨年に比べ 33 人減少していますが、Ｓ
サ ッ プ

ＵＰ中の事故が増加傾向にあります。ＳＵＰを行う際は『必

要な基本技術を身に付けたうえで、出航前に気象・海象の確認をする』こと及び開設期間外の海水浴場での事故

及び海水浴場外での遊泳事故が発生していることから、事故を防止するため『開設中の海水浴場で遊泳する』こ

とを徹底しましょう。

      海で安全に遊ぶための知識海で安全に遊ぶための知識
  ウォーターセーフティガイド  ウォーターセーフティガイド
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