
問い合わせ

林政係

問い合わせ

農政係

問い合わせ

農政係

問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

環境衛生係

10

13



中身が見えない袋や箱で出している
別のごみが混入している
例）燃やせるごみの中に資源となる
ごみが混入している
資源となるごみの汚れが落ちていな
い
資源となるごみが種類ごとに分けら
れていない
ペットボトルのキャップやびんのふ
たが外れていない
廃食用油が500ミリリットル以上の
容器（食用油の入っていた容器や中
身の見えるペットボトル）に8割以
上入っていない
ダンボールや新聞
などをたたんで十
文字にひもで縛っ
ていない

次のような場合に
注意票を貼ります

イエローカード レッドカード

問い合わせ

子育て・
障がい福祉係
53-3333

問い合わせ

廃棄物対策係

問い合わせ

廃棄物対策係

52

52

12

13

14

15

16

17

12

14

17

1220

53



子宮がん
50歳代40歳代

乳がん
大腸がん肺がん胃がん厚岸町で実施しているがん検診

730円410円 1,570円1,670円1,980円1,570円令和元年度までの負担金

令和2年度からの負担金

対応予定場所行事名日時

4月16日（木）

4月18日（土）

4月19日（日）

個別健診または次回（10月・12月・2月）
の集団検診をご利用ください

次回健診日を個別に対象者に通知します保健福祉総合センター

社会福祉センター

保健福祉総合センター

3歳児健診

特定健診・各種がん検診

特定健診・各種がん検診

年 齢

■下の表に当てはまる人で、過去に肺炎球菌予防接種を受けたこと
のない人は、窓口で接種券を交付します

生 年 月 日

95歳

90歳

85歳

80歳

75歳

70歳

65歳 昭和30年 4月 2日～昭和31年 4月 1日生まれの人

昭和25年 4月 2日～昭和26年 4月 1日生まれの人

昭和20年 4月 2日～昭和21年 4月 1日生まれの人

昭和15年 4月 2日～昭和16年 4月 1日生まれの人

昭和10年 4月 2日～ 昭和11年 4月 1日生まれの人

昭和 5 年 4月 2日～昭和 6 年 4月 1日生まれの人

大正14年 4月 2日～大正15年 4月 1日生まれの人

大正 9 年 4月 2日～大正10年 4月 1日生まれの人100歳

問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

健康推進係
53-3333

37

54

60

6570

31

60

65

●問い合わせ／健康推進係

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、集団で実施する保健福祉課の下記の行事を中止します。感染を
防ぐため、皆さんのご理解をお願いします。

がんの早期発見・早期治療を目的とし、がん検診を実施していますが、令和2年度から町で実施している全
てのがん検診が無料となります。今回は、乳がん子宮がん検診の申し込みを受け付けますので、希望する人は
健康推進係までお申し込みください。
●検診日／5月13日（水） ●検診会場／釧路がん検診センター（当日送迎バスあり）
●定員／各検診35人（定員になり次第締め切り） ●申込期間／4月22日（水）まで
●申し込み／健康推進係
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止となる場合もありますので、ご了承ください



上記以外のたばこ
※葉たばこを原料としない、いわゆる『電子たばこ』
は規制の対象外ですが、施設におけるルールとして
使用を禁止するなどの対応が可能です

施設の管理権原者等に課せられる主な義務

① 屋内に喫煙可能な場所を設置する際、その旨を示す標識を掲示する義務
② 喫煙可能な場所から、たばこ煙の流出を防止するための基準に適合させる義務
③ 喫煙禁止場所に喫煙器具、設備等の設置をしない義務
④ 喫煙場所を設置する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務
⑤ 喫煙室内へ20歳未満の人（従業員を含む全ての人）を立ち入らせない義務
⑥ 喫煙目的室および喫煙可能室設置施設の営業に関する広告・宣伝は明瞭かつ正確に喫煙環境を表

示する義務
※①～③の義務違反があった場合、指導に応じないなどの悪質な違反者には、罰則（過料）が適用され
る場合があります

ご不明な点などは、釧路保健所までお問い合わせください
●釧路保健所 ☎0154-65-5811

『喫煙可能室設置施設届出書』を
『店舗所在地の道立保健所』へ
提出してください（郵送可）

① 2020年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ
設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っている

② 客席面積が100㎡以下
③ 資本金または出資の総額が5,000万円以下

グロープルームテックアイコス

規 制
対象外

規 制
対 象

以下の全てに該当し、2020年4月1日以降も店内で喫煙しながら
飲食可能な店として営業する場合は、届出が必要です

健康増進法の改正により、受動喫煙防止は施設管理権原者等の責務となります。
飲食店など多数の人が利用する施設は、2020年 4月 1日から原則屋内禁煙に、
喫煙可能な場所には20歳未満の人は立入禁止となります。

改正健康増進法の基本的な考え方

① 望まない受動喫煙をなくしましょう
② 子ども、患者等に特に配慮しましょう
③ 施設の類型・場所ごとに対策が必要です

規制の対象となる『たばこ』

たばこ葉を燃焼または加熱するたばこ製品
例）紙巻たばこ、葉巻、パイプ、加熱式たばこなど
※健康増進法における『指定たばこ』は、『加熱式た
ばこ』と定められています

例）IQOS、PloomTECH、gloなど



【本館】     9:00～20:00

【レストラン】 11:00～19:30

   ラストオーダー 19:00

【炭焼炙屋】     11:00～20:00

   ラストオーダー 19:00

【ｵｲｽﾀｰﾊﾞｰﾙ】  11:00～20:00

   ラストオーダー 19:30

【オイスターカフェ】  9:00～17:00

【展示販売】      9:00～19:00   

★営業時間のお知らせ★
（4月1日～10月31日）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、
月一イベント 「オイスターDEナイト」 の開催を
中止させていただきます。

国民年金

20歳以上の人は、学生であっても国
民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の人は一般的に所得が

少ないため、本人の所得が一定額以下
の場合、国民年金保険料の納付が猶予
される『学生納付特例制度』があります。
申請した月から2年1カ月前までの

期間について申請ができます。申請が
遅れると不慮の事故などで障がいが残
った際に、障害年金を受け取ることが
できない場合がありますので、希望す
る人は速やかに手続きをしてください。
納付猶予された期間の保険料は、10

年以内であれば後から納めることがで
きる『追納制度』を利用されることをお
勧めします。

 【申請に必要なもの】
 ・個人番号確認書類（マイナンバーカ
 ード等）

 ・本人確認書類
 ・学生証（コピー可）または在学証明書
 ・印鑑（窓口来庁者が申請者本人の場

合不要）

●申し込み・問い合わせ／
保険医療係
釧路年金事務所☎0154-22-5810

問い合わせ

ふるさと交流係

問い合わせ

商工雇用係

問い合わせ

商工雇用係



●白浜地区の一部

問い合わせ

商工雇用係

問い合わせ

地域支援係
53-3333
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①か②のマークがある『はかり』
で合格したものは取引等で使用
できます
③のマークがある『はかり』は取
引等で使用できません

白浜3丁目



●申請・問い合わせ／建設課建築係
【住宅新築支援助成事業】

▷対象／1,000万円以上となる新築工事（用地購入費含む）
▷助成額／25万円

【住宅リフォーム支援助成事業】
▷対象／10万円以上となる工事（増築、改築、修繕工事）
▷助成額／対象工事費の10％（上限20万円）
※以前に、この助成を受けた人で、助成額が限度額に達
していない人は、限度額まで利用できます

【住宅エコリフォーム補助金事業】
▷対象／50万円以上となる省エネ改修工事、バリアフリー改修工事
▷助成額／対象工事費の10％（上限50万円）

●申請期間／4月1日（水）から令和3年1月25日（月）
●奨励金／上限15万円（発電システム1ＫＷあたり3万円に太陽電池の最大出力値を乗じた額）

※奨励金は、厚岸町商工会が発行するほほえみギフト券により交付
●申請・問い合わせ／観光商工課商工雇用係

●申請期間／4月1日（水）から令和3年3月17日（水）（申請は結婚披露宴などの2週間前まで）
●対象者／（1）婚姻届を提出した人または提出する予定の人

（2）4月1日以降に町内で結婚披露宴などを行う人
（3）出席者が50人以上の結婚披露宴などを行う人
（4）同一世帯において町税などの滞納がない人

●奨励金／（1）地元事業者を利用した経費の2割の額（上限30万円）
（2）町内に住所を有する人には20万円加算

●申請・問い合わせ／観光商工課商工雇用係

●対象／公共下水道を整備する予定がない区域で、個人が設置する10人槽以下の合併処理浄化槽
●申請期間／おおむね10月末まで（申請開始日は、別途お知らせします）

※予算の範囲内（10基程度）の補助となり、年度途中で申請受付を終了する場合あり
●交付額／（1）5人槽＝上限90万円

（2）7人槽または10人槽＝上限110万円
※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、以下の費用を加算します。

（1）単独処理浄化槽の撤去費＝上限9万円
（2）宅内配管工事費＝上限30万円

●申請・問い合わせ／環境林務課廃棄物対策係



■先月号のクイズの答え
①＝ウ（6人） ②＝イ（町民ホール）
③＝ア（3月2日）

①郷土館と太田開拓記念館が開館する日は（ヒン
トは24㌻）
ア＝4月15日 イ＝4月16日 ウ＝4月17日

②2月16日に開催された東京厚岸会は、今回で『第
〇回』か（ヒントは26㌻）
ア＝第30回 イ＝第40回 ウ＝第50回

③町税などの納付がコンビニでできるようになる
のは、何月からか（ヒントは27㌻）
ア＝4月 イ＝5月 ウ＝6月

問い合わせ

木工センター
52-3451
林政係

問い合わせ

海事記念館
52-4040

問い合わせ

海事記念館
52-4040

問い合わせ

情報館
52-2246

問い合わせ

商工雇用係
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移動献血車ひまわり号が次の

日程で町内を巡回しますので、

献血のご協力をお願いします。

 【4月27日 】

厚岸町役場前 10：00～12：00

社会福祉センター前 13：30～14：30

厚岸警察署前 15：00～16：30

 【4月28日 】

厚岸消防署前 10：00～11：30

 保健福祉総合センター前 13：00～14：30

株式会社ナリテツ前 15：00～16：30

●問い合わせ／地域支援係☎53-3333

献血のご協力を
お願いします

木工センターからのお知らせ
令和2年度の事業予定（1作品分材料無料提供）

   4月 こいのぼり工作月間

   5月 キッチン用品工作月間

   6月 カッティングボード（まな板）工作月間

7・8月 夏の工作月間（巣箱・車などの子どものおもちゃ）

   9月 木製スマホスピーカー工作月間

   10月 カッティングボード（まな板）工作月間

   11月 外部講師を招いて実施する工作教室

   12月 クリスマス工作月間

   1月 冬の工作月間

   2月 ひな人形工作月間

   3月 キッチン用品工作月間

※都合により月間イベントの内容が変更になる場合が

ありますので、ご了承ください

●問い合わせ／木工センター ☎ 52-3451、林政係

（火）

（月）

厚岸町白浜4丁目30番地 ☎0153-52-2150

☆厚岸味覚ターミナル コンキリエ 様 ☆野呂田商店 様（宮園）

☆厚岸漁業協同組合直売所 様  ☆黒田商店 様（松葉）

☆セブンイレブン白浜店 様                      ☆酒井商店 様（松葉）

☆ナリテツ事務所（白浜）※のぼりが目印

☆厚岸味覚ターミナル コンキリエ 様 ☆野呂田商店 様（宮園）

☆厚岸漁業協同組合直売所 様                  ☆黒田商店 様（松葉）

☆セブンイレブン白浜店 様                      ☆酒井商店 様（松葉）

☆ナリテツ事務所（白浜）※のぼりが目印

 ☆ナリテツ事務所だけの特典☆
スタンプカードを発行しています。
100円につき１ヶ押印、20ヶで100円引きにな
ります。※ナリテツ事務所だけで使用可能です

厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています

おいしいな♪
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カイロプラクティック療法・弘漢療法

交番

厚岸大橋

桜通り

セイコー
マート様



取り扱い

損害保険会社

損害保険会社

自転車安全整備店

相手の生命・身体

○

×

○

自分の生命・身体

×

○

○

保険の種類

個人賠償責任保険

傷害保険

ＴＳマーク付帯保険

相手の財産

○

×

×

補償内容

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全な運転を心掛けましょう。また、車の運転者や歩
行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり安全を心がけましょう。

●車道通行の原則
自転車は、歩道と車道の区分のある道路では、車道を通行しなければいけません
道路では左側を通行し、特に車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行

●例外的に歩道を通行できる場合
道路標識などにより、歩道を通行することができるとされているとき
自転車の運転者が、高齢者や児童、幼児であるとき
道路工事が行われている場合や車道の幅、自動車の交通量など
安全を確保するためにやむを得ないとき

危険行為を繰り返すと『自転車運転者講習』の受講が義務付けられます。命令を受けてから3
カ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。

自転車事故でも被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあり
ます。この賠償責任は、未成年でも責任を免れることはできません。

●高額賠償事例…賠償額9,521万円

万が一の事故に備え、保険に加入しましょう
《 保険の種類と補償対象 》

※保険の種類はさまざまです。詳しくは、保険会社・代理店、自転車安全整備店でご確認ください

道路交通法では、保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努めることとし、
学校でも周知してます。また、北海道自転車条例では子どもに限らず自転車利用者は交通事
故の被害を軽減させるため、ヘルメットの着用に努めることとされています。



※各行事について、新型コロナウイルス感染症の
拡大状況によっては、延期・中止となる場合も
ありますので、ご了承ください

・ 1 日（金）広報あっけし5月号配布
整形外科診療 9時～12時
脳神経外科診療（予約制） 14時～16時 町立病院

・ 8 日（金）整形外科診療 9時～12時
脳神経外科診療（予約制） 14時～16時 町立病院

●町内の情報を広報統計係までお寄せくだ
さい。

●福セ＝社会福祉センター、子セ＝子育て支
援センター、保セ＝保健福祉総合センター

（注） 変更になる場合もあります
                           

●夜間予防接種
17時30分～19時
30分 町立病院

●遊びのひろば
10時30分～
子セ

●夜間予防接種
17時30分～19時
30分 町立病院

●障がい者専門相談
10時～17時 保セ

●運転免許更新時講
習
13時～優良
14時～一般
15時30分～
違反者 福セ

●こいのぼり工作月
間
（→29日まで）
（詳細は35㌻）

●郷土館・太田屯田
開拓記念館開館
（詳細は24㌻）

●整形外科診療
9時～12時

●脳神経外科診療
（予約制）
14時～16時
町立病院

●整形外科診療
9時～12時

●脳神経外科診療
（予約制）
14時～16時
町立病院

●整形外科診療
9時～12時

●脳神経外科診療
（予約制）
14時～16時
町立病院

●子ども映画会
13時30分～14時
情報館

●移動献血車ひまわ
り号巡回
（詳細は36㌻）
●プラネタリウム夜
間投映・天体観望
会
（詳細は24㌻）

●移動献血車ひまわ
り号巡回
（詳細は36㌻）

●春の分館工作会
（詳細は35㌻）

●土曜おはなし会
10時30分～11時
情報館

●子ども映画会
13時30分～14時
20分 情報館

●パネル巡回展
（→5月17日まで）
（詳細は35㌻）

●厚岸翔洋高等学校
入学式

●町立小中学校入学
式・始業式

●土曜おはなし会
10時30分～11時

●名作鑑賞会
13時30分～15時
40分 情報館

昭和の日

●整形外科診療
9時～12時

●脳神経外科診療
（予約制）
14時～16時
町立病院

●名作鑑賞会
18時30分～20時
40分 情報館

（注） 運転免許更新時講習を受講する前に、厚岸警察署で免許更新手続きを済ませてください
                           

日〈SUN〉 月〈MON〉 火〈TUE〉 水〈WED〉 木〈THU〉 金〈FRI〉 土〈SAT〉

スガリさんの書く読書感想文は予想の
斜め上をいく。そんな彼女が書いた読書
感想文をもとに、起こった事件を解決し
ていく。果たして、彼女の読書感想文は
どこまで斜め上なのか、そして事件は無
事解決できるのか？

BOOK司書のおすすめ



akkeshi_no_kurashi

本日、2月27日厚岸ウイスキ
ーサロルンカムイが発売され
ました。サロルンカムイとは
アイヌ語で『タンチョウ』を指
し『湿原にいる神』という意味
だそうです。厚岸味覚ターミ
ナルコンキリエでは、開店前
から買い求める人で数十人の
行列となっていました。
♯厚岸ウイスキー
2020年2月27日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan

…………………………………………………
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