
入 学 式
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

在校生は出席できませんでしたが、新入生が期待と

不安を胸に第一歩を踏み出しました。

　新しい環境に早く慣れて、さまざまな経験を積み

ながら、楽しい学校生活を送ってください。
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　今年のチャレンジデーは、５月27日（水）です。
　合併11年目となる今年、体力づくりや健康づくりへ
の意欲向上、さらなる町民の一体感を育むため、笹川ス
ポーツ財団が主催する「住民総参加型」のスポーツイベ
ント「チャレンジデー」に参加し、全国一斉に実施予
定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、今年度は参加率を競わずに湧別町単独でのチャレン
ジとなります。

　人口規模がほぼ同じくらいの自治体と参加率を
競う「住民総参加型」のスポーツイベントです。

●毎年「５月の最終水曜日」に世界各地で実施
●年齢・性別を問わず気軽に参加が可能
●�その日の午前０時から午後９時までの間、15分
以上の継続した運動やスポーツなどで体を動か
した住民の参加率（参加者数／人口）を競う

※�チャレンジデー2020には、全国で110の市町村
が参加予定でしたが、全国一斉での実施（参加
率を競う）は行わなくなりました。

　旧上湧別町では「生涯スポーツのまち」、旧湧
別町は「健康づくりのまち」を宣言して、それぞ
れ町民の健康やスポーツに対する意識啓発をして
きました。
　子どもたちは少年団活動や学校での部活動、成人
はバレーボールやミニバレー、野球などスポーツ
サークル活動が盛んに行われ、また毎年秋には町民
手作りの「元気まつり」が開催されるなど、健康づ
くりや体力づくりへの意識が高まっています。
　全国一斉実施は中止となりましたが、本町では
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出
等を自粛し運動不足となっている住民向けに、
「密閉空間」・「密集場所」・「密接場面」の３
密を避けながら、「個人や家庭で運動やスポーツ
に取り組む日」と位置付け、スポーツや健康づく
りに対する意識の普及啓発に取り組みます。

◆チャレンジデーとは？

５月２７日（水） は…

　　　３密を避けながら、 個人・ 家庭などで運動やスポーツに　チャレンジ！！

◆何をするの？

みんなでチャレンジ！！
　家庭や職場で簡単に座ったまま、手軽にできる筋肉トレーニングを紹介します。背中にある
『僧帽筋』をはじめ、肩にある筋肉のひとつである『三角筋』の後部や、肩甲骨回りにも効くト
レーニングで、椅子さえあれば、道具を使わずに行うことができますので、お試しください。

◆肩こりには筋トレ

① 横から見ると 正面から見ると

横から見ると 正面から見ると②

運動指導：教育委員会　運動指導職員　原　茉畝

椅子に浅めに腰をかけ、頭から腰
まで一直線を意識した状態で上半
身を少し前かがみに倒します。
肘を少し曲げて両手を肩幅に広げ
ます。（写真①）

上半身と腕の形は変えずに、床に
平行になる位置まで大きく広げま
す。（写真②）
①の位置まで下ろす動作を繰り返
します。

 ポイント
・勢いをつけて腕を振り上げたり、反動をつけたりしないようにしましょう。
・腕はゆっくりと動かしましょう。
・腕の上げ下げを連続して10回行います。１日２セットが目安です。

※�当日は、午前10時と午後３時の２回、湧別地区の一部に設置されている「屋外防災スピーカー」を活用して、
ラジオ体操を放送します。体を動かす習慣化、運動不足の解消のため、個人や家庭で取り組んでください。
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シリーズ
今回は…

住民生活G　戸籍住民

町民に最も身近な窓口

住民税務課
「どこで手続きすれば良いか分からない」

「知らない人ばかり」

「そんなの知らなかった」

など、町民の皆さまからの声が多く

ありました。

手続きの場所や制度などを分かりや

すく伝えるため、また役場を少しで

も身近に感じて頂くため、1 年を通

して４月に新規採用された３人が町

民の皆さまの目線で「役場の仕事」

を調査していきます。

※紙面の都合上、不定期に掲載します

※Ｇ…「グループ」の略

Ｒ２.４採用
住民税務課
髙橋　幹太
（カンタ）

Ｒ２.４採用
住民税務課
沖崎　万紗
（カズサ）

そうなんですねー ●出生・婚姻・死亡の届け出
●転入・転出・転居の届け出
●住民票写しの交付
●国民年金
●印鑑登録・証明
●マイナンバー
●パスポート　など

住民生活G　衛生
●墓地
●ゴミ・し尿処理
●リサイクル
●犬の登録等
●交通安全、防犯
●街路灯
●町営バス、福祉バス・乗り合い
　ハイヤーの運行
●害虫駆除　　　など

税務G
●個人町民税　　●軽自動車税
●固定資産税　　●国保税
●法人町民税　　●滞納処分　　など

総合窓口の業務
●国民健康保険の届け出
●医療費の手続き
●児童手当・児童扶養手当
●教育委員会の事業の
　申し込み　　などなど

町営バス・福祉バスの運行や乗り合いハイヤーの
運行に関することもうちの課だよ。
町民の皆さまが乗りやすいようにダイヤの
見直しなどを行っているよ。

最近までは確定申告の
手続きに多くの方が
来庁していたよ。

それ以外にも「総合窓口」
として、湧別庁舎・教育委員
会の手続きもできるので、
だいたいの手続きはここで
　　　　　　できるんだよ。

税務Ｇ　主幹　岩瀬　昌幸

住民生活Ｇ　片岡　涼弥 住民生活Ｇ　主査　宮本　義久

なんの手続きに
来てるんですか？

私が配属している
住民税務課…
毎日たくさんの人が
来ているけど…

住民生活Ｇ　主査　鈴木　俊一

  ここでできる主な
手続きはこれだよ。

転入・転出や出生の届け出は、
２週間以内に
必ずしてね。

僕の税務Ｇにも
たくさんの方が手続きに
来てるけど、なんの
手続きですか？

各種手続きに使う納税証明書や
所得証明書の発行のほか、
トラクターやスクーターの登録や
建物の手続きなどが多いかな。

税金を課税するだけではなくて、
間違った申告をしていないか
調査をしたり、平等に納めて
いただくように、滞納者の資産や
給与などを調査し、
差し押さえなども
行っているよ。

税務Ｇ　主査　片桐　圭輔

犬を飼っている人が毎年必ずしなきゃならない
狂犬病予防注射の証明手続きも住民税務課だよ。
もちろん、人から犬を譲り受けたり、
新しく犬を飼ったら、必ず登録手続きが必要だよ。

交通安全に関することも行っているよ。
町民の皆さまの大切な命を守るため、
春・夏・秋・冬と１年を通して街頭啓発
などの交通安全運動を行っていたり、
65歳以上の方で自動車急発進防止装置を
取り付けた方に費用を助成したりして、
交通事故の未然防止に努めているよ。

実は困っていることがあって…
ゴミの分別がしっかりされてい
なく、選別や洗浄に多くの人手
と多額の費用がかかっているん
だよ。
皆さまから頂いた貴重な税金だ
から少しでも有効に使いたいん
だけどね。
他にも、他人のことを考えずに
犬を放し飼いする人や、ゴミの
ポイ捨て・不法投棄をする人、
小型家電リサイクルボックスに
対象外の物を入れる人もいてと
ても困っているよ。

住民税務課長　前川　孝一

いろんな仕事が
あってビックリ
僕もできることから
頑張るぞー

よーし、次は僕が
調査するぞー

Ｒ２.４採用
水産林務課
奥山　颯太
（ソウタ）

ドドドドー ゴミの分別
気を付け
　　ます！

調べて
 みよう

役場には
いろいろな課や
グループが
あるなぁ？

いったい
どんな仕事を
しているん
だろう？

次回へつづく
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