


町では、70歳以上で自動車の運転免許証を自らの申請により返納した人に、

公共交通機関等の乗車に利用できる福祉交通回数券、または町内の登録店で

利用できる商品券を交付します。

●問い合わせ／自治振興係

●運転免許証を自主返納してから1年以内に、町民課自治振興係（3番窓口）に次のものを持参

し、申し込みください（※ただし、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに自主返納

をした人は、令和3年3月31日までの申し込みができます）

・印鑑、『申請による運転免許の取消通知書』または『運転経歴証明書』の写し

●公共交通機関やハイヤーが利用できる厚岸町福祉交通回数券、および厚岸町商工会が発行す

る町内の取扱店で利用できる商品券を、どちらかまたは両方を合わせて2万円分交付します

（1人1回限り）

●5千円を一単位として、申請から2年の間で、本人の希望する時期に交付します（申請時に

希望を伺います）

※厚岸町福祉交通回数券および商品券には、それぞれ有効期限があります

・厚岸町福祉交通回数券は、交付された年度の3月末が有効期限です

・商品券は、発行後6カ月が有効期限です

次のいずれにも該当する人

●厚岸町の住民基本台帳に記録されている人で、その住所に居住している人

●平成31年4月1日以降に、すべての種類の運転免許証を自主返納された人で、

自主返納時において満70歳以上の人

●厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例に定める、暴力団員でない人

※運転免許証の自主返納の方法等については、厚岸警察署へ問い合わせください（☎0153－

52－0110）
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養育環境を整えていくことが必要な家庭に、ホームヘルパーが訪問
し、家事や育児のお手伝いをします。ホームヘルパー派遣は無料です。

【利用者さんの声】
３番目の子が昨年12月に生まれ、この制度

を利用しました。週２回、1回につき2時間、
ヘルパーの佐藤さんに抱っこしてもらい、そ
の間に家事をしています。
事前に保健師さんと計画を立てて援助の内

容を決めました。利用回数の上限が20回なの
で、とても助かっています。お兄ちゃんたち
も佐藤さんに懐いてくれています。

【ヘルパーさんの声】
現在、薩田さんのほかにもう１組利用しています。

普段は訪問介護サービスを提供していて、時間の空い
ている時にヘルパー事業をしています。赤ちゃんと接
していると、自分の癒やしにもなり楽しいです。
今後もできる範囲で、育児・家事お助けヘルパー事

業を行っていきたいと思います。
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ごみを捨てた後は、石鹸を使
って流水で手をよく洗いまし
ょう。

※万が一、ごみが袋の外に触れ
た場合は、二重にごみ袋に入
れてください。

マスク等のごみに直接触れる
ことがないよう、しっかりし
ばります。

ごみ箱にごみ袋をかぶせます。
いっぱいになる前に、早めに
②のとおりごみ袋をしばって
封をしましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いのある人がご家庭にいる場合、鼻水等が
付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、以下の『ごみの捨て方』に沿って、『ごみに直接
触れない』『ごみ袋はしっかりしばって封をする』、そして『ごみを捨てた後は手を洗う』ことを心がけ
ましょう。

町では生ごみの減量化と資源化を進めることを目的として、生ごみ堆肥化容器（コンポスト容器、
バケツ型容器）を使った家庭での処理を勧めています。
どちらの容器も年間1個を助成します。なお、過去に容器1種類に対し2個の助成を受けた人は対

象になりません。
●申込方法
①町内の販売店で容器を購入します。必ず『領
収書』をもらってください。

②『領収書』『印鑑』と『通帳（助成金を振り込むた
め）』を持参し、廃棄物対策係で申請してくだ
さい。

今年度も室外用（コンポスト容器用）と室内用
（バケツ型容器用）の2種類の発酵促進剤を配布
します。家庭にある容器に合わせて使用してく
ださい。両方の容器を使用している人には2種類とも配布します。希望する人は、廃棄物対策係、窓
口サービス係、湖南地区出張所、上尾幌駐在所で受け取ってください。
●問い合わせ／廃棄物対策係

コンポスト容器
（130～250㍑）

バケツ型容器
（15㍑）

1個目 4,000円
 （上限）

2個目 1,500円
1個 1,500円

●問い合わせ／廃棄物対策係



広告

例年開催している町民の森植樹祭は、10月18日（日）に延期します。

●問い合わせ／林政係

健康推進係では、集団で実施する下記の行事を、中止および延期します。

▷乳がん・子宮がん検診（5月13日実施分）＝中止

▷子育て講座『子どもの食事づくり』（5月15日実施分）＝延期

▷ヘルシー教室『糖尿病予防』（6月2日実施分）＝中止

●問い合わせ／健康推進係（保健福祉総合センター内☎53ー3333）

7月に開催を予定していた厚岸町町制施行120周年記念式典は、10月以降に延期

します。

●問い合わせ／総務係

例年開催している厚岸港まつり市中大パレードは、中止します。

●問い合わせ／港まつり協賛会事務局（水産係）

例年開催している厚岸町民花火大会は、10月以降に延期します。

●問い合わせ／厚岸町民花火大会実行委員会事務局（ふるさと交流係）

例年開催している厚岸夏まつりは、中止します。

●問い合わせ／夏まつり実行委員会（桂川）☎090ー8706ー4721

例年開催しているあっけし桜・牡蠣まつりおよびあさり掘り体験（厚岸漁業協同組

合・厚岸観光協会主催）は、中止します。

なお、子野日公園の桜は自由にご覧いただけますが、感染拡大が終息するまで、子野

日公園内でのレジャーシート等を広げての宴会や、火気を使ったバーベキュー等は禁止

とします。

ご来園の際は、感染拡大防止に努めながら、他の人の迷惑にならないよう利用してく

ださい。

●問い合わせ／観光係

例年開催している厚岸町クリーン作戦（湿原清掃および町内一斉清掃）は、中止します。

●問い合わせ／湿原清掃＝環境衛生係、町内一斉清掃＝廃棄物対策係

例年開催しているきのこの森づくりは、中止します。

●問い合わせ／林政係

例年開催している少年の主張大会は、中止します。

●問い合わせ／生涯学習係（真龍小学校内☎67－7700）

例年開催している町民ソフトボール大会および町民パークゴルフ大会は、9月に延期

します。

●問い合わせ／スポーツ係（Ｂ＆Ｇ海洋センター内☎52－7785）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

各イベントを中止・延期します
※ 4月24日時点の情報のため、延期の時期等は
変更となる場合があります

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

新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点により、
5月6日(水）まで臨時休業
いたします。
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10
15

問い合わせ

商工雇用係

問い合わせ

健康推進係
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老齢基礎年金は、20歳から60歳になるま
での40年間保険料を納めなければ、満額の
年金を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保

険料の納付済期間が40年間に満たない場合
は、60歳から65歳になるまでの間に国民年
金に任意加入して、満額の年金に近づけるこ
とができます。
なお、老齢基礎年金を受給するためには、

保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が
原則として10年以上必要になりますが、こ
の要件を満たしていない場合は、70歳にな
るまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍の人も国民

年金に任意加入することができます。

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

木工センター
52-3451
林政係
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警戒レベル5

【災害発生】

警戒レベル4

【全員避難】

警戒レベル1

警戒レベル2

【高齢者などは避難】

警戒レベル3

災害への心構えを高めましょう

避難に備えハザードマップなどで避

難場所や行動を確認しましょう

高齢者や乳幼児など避難に時間がかか

る人とその支援者は避難しましょう

速やかに避難先へ避難しましょう

早期注意情報
※気象庁が発表

洪水注意報・
大雨注意報
※気象庁が発表

避難準備・
高齢者等避難開始
※町が発令

避難勧告・
避難指示（緊急）
※町が発令

災害発生情報
※町が発令

災害が発生している状況です
命を守るための最善の行動をとりま
しょう

水害や土砂災害が発生した際の防災情報の伝え方については、

警戒レベルを加えて避難情報や防災情報を、防災行政無線・IP

告知端末・ホームページ・各SNS（ツイッター・フェイスブッ

ク）でお伝えします。『警戒レベル3』が避難準備、高齢者など

の避難開始、『警戒レベル4』が全員避難の目安です。災害発生

時に備え、警戒レベルに応じてとるべき行動を確認しましょう。

なお、各避難場所はホームページに掲載しています。



■先月号のクイズの答え
①＝イ（4月16日） ②＝ウ（第50回）
③＝ア（4月）

①昨年12月に実施した調査は『高齢者○○調査』か
（ヒントは4㌻）
ア＝実態 イ＝生活 ウ＝環境

②厚岸町町制施行120周年記念式典は、何月以降
に延期する予定か（ヒントは21㌻）
ア＝8月 イ＝9月 ウ＝10月

③町立厚岸病院の朝井医師と杉井医師は、何月1
日から勤務しているか（ヒントは26㌻）
ア＝2月 イ＝3月 ウ＝4月
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◆◆◆週間診療体制◆◆◆

【診療時間】

午前 9時00分～ 12時30分

午後 13時30分～ 16時00分（小児科は15時00分～）

※火曜日と木曜日の午後は、病棟カンファレンス、検査

【診療受付時間等の注意事項】
・診察は予約なしでも受けられます
・電話による予約や変更は、12時から17時までの
受け付けとなっています

・外科および小児科の予約診察はありません
・救急患者は、24時間受け付けています

よろしくお願いします！
4月1日から、朝井医師、杉井医師が
常勤医師として勤務しています

52

杉井医師朝井医師



19日の行事

（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。
                           

●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。
                           

 ●運転免許更新時講
習
10時～初回
13時～優良
14時～一般
15時30分～
違反者 福セ

【19日のその他の行
事は上欄に記載】

●あかちゃん相談
9時～R1.10月  

生まれ
10時～R2.1月
生まれ 保セ

●プラネタリウム夜
間投映と春の天体
観望会
（詳細は23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

●広報あっけし6月
号配布日

●1歳6カ月児健診
12時30分～
保セ

●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

●遊びのひろば『ち
ょっと動いてみよ
う』
10時30分～
子セ

●障がい者専門相談
10時～17時
保セ

●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
40分 情報館

●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

●夜間予防接種
17時30分～19時
30分 町立病院

●夜間予防接種
17時30分～19時
30分 町立病院

●すくすくひろば
10時30分～11時
子セ

振替休日こどもの日みどりの日憲法記念日

●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

●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

　　　　　

・12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

・15日（月）子育て講座『子育て世代のお金の話』 11時～11時30分 保セ
・19日（金）マタニティ・母のための心と体のセルフケア講座 保セ
・24日（水）あかちゃん相談 9時～R1.11月生まれ

10時～R2.2月生まれ

・ 5 日（金）すくすくひろば 10時30分～11時 保セ
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

・12日（金）子育て講座『離乳食レッスン』 13時30分～15時 保セ
プレママひろば 13時～15時 保セ

※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



akkeshi_no_kurashi

町内外の酪農家の預託牛を管理・育成し
ている厚岸町営牧場。現在は約1,300頭
を敷地内で管理しています。普段は牧草
を食べていますが、1日2回配合飼料を
与えています。撮影したのはお昼すぎ。
規則正しく黙々とおいしそうに餌を食べ
ていました。5月下旬には、大別団地・
別寒辺牛団地・セタニウシの広大な放牧
地で放牧されます。
♯厚岸町営牧場
2020年4月18日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan

…………………………………………………
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