
厚岸町公式キャラクター

「うみえもん」

6月10日、サオマエ

コンブ漁の様子でござ

る！午前5時、海の上で待機

する漁船が一斉に目的の漁場

を目指したでござるよ♪漁場

に着くと⾧さ6メートル余り

のかぎざおを使ってコン

ブを引き上げていた

      でござるよ♪



今から120年前の1900（明治33）年7月1日

一級町村制の施行により4町7村を合わせ

『厚岸町』が誕生しました

今から120年前の1900（明治33）年7月1日

一級町村制の施行により4町7村を合わせ

『厚岸町』が誕生しました
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湖南地区の市街（明治40年代）

北海道の有形文化財に指定されている太田屯田兵屋

釧路厚岸間に鉄道が開通（大正10年頃）厚岸フェリー厚岸丸

町営渡船建設中の厚岸大橋

十勝沖地震による津波の被害（床潭） 町報あっけし第1号
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あっけし極みるく65

釧路沖地震（国道44号線別寒辺牛付近）佐藤綾乃選手凱旋パレード



新型コロナウイルス感染症によって影響を受けている暮らしや経済活動を支援する
制度などのほか、感染を防ぐために実践してもらいたいことをお知らせします

ここでお知らせしているほかにも、新型コロナウイルス感染症に関する
情報を厚岸町ホームページ『新型コロナウイルス感染症関連情報』に掲載
しています

感染症の予防
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税金に関すること多量の一般廃棄物等の収集を受けている事業者の皆さんへ

町内経済の活性化を目指す商品券



Ｒ1Ｈ30

36,006万円
40,615万円

29,722万円

Ｈ29

今後も、ふるさと納税の対象として指定を受けられるよう、総務省が示す基準を

守りながら、ふるさと納税を通して厚岸町の魅力を全国に発信し、厚岸町のファン

の獲得に繋げていきたいと考えています。

指定の期間 令和元年6月1日 から 令和2年9月30日 まで

厚岸町は、ふるさと納税の基準に適合しており、総務大臣の指定を受けています。

厚岸町の魅力を全国に発信するため、平成28年6月から、厚岸町にふるさと納税をした方へ厚岸町

の特産品などを返礼品として贈る『ふるさと納税返礼品制度』を開始しました。

開始4年目となった令和元年度は、より多くの人に関心を持ってもらうため、返礼品の拡充や各種

イベントでのＰＲを継続するとともに、ＳＮＳでのＰＲを強化しました。その結果、1万3938人の方

から、総額3億6006万円の寄附が寄せられました。

ふるさと納税でいただいた寄附金は『厚岸町ふるさと納税基金』に積み立てし、適正に管理しながら、

寄附者の意向に沿った使い道で活用していきます。

●問い合わせ／ふるさと交流係

合 計

保健福祉の向上に関する事業

教育振興に関する事業

地域産業の振興に関する事業

環境対策に関する事業           

観光振興に関する事業               

防災対策に関する事業              

指定なし（厚岸町の発展のために
町⾧が必要と認める事業） 

地域産業の振興に関する事業

保健福祉の向上に関する事業 

教育振興に関する事業 

環境対策に関する事業 

防災対策に関する事業 

観光振興に関する事業 

合 計

9,074件

4,160件

2,658件

1,387件

1,121件

828件

362件

19,590件
88,230,000円

22,670,000円

15,100,000円

5,500,000円

2,500,000円

2,000,000円

136,000,000円

156,561,000円

81,320,000円

52,915,000円

26,319,000円

21,423,000円

14,787,000円

6,735,000円

360,060,000円

委託料・手数料
賃借料等 14％

返礼品（送料含む）
36％

東北地方
496件（2％）

中国・四国地方
529件（3％）

九州地方
571件（3％）

北海道地方
1,963件（10％）

中部地方
1,987件（10％）

近畿地方
2,132件（11％）

関東地方
11,912件（61％）

町の財源と
なる収入
50％

903円（基金運用利息分）

127,000,000円

（平成31年4月～令和元年12月寄附分）

11,205,000円

（平成31年1月～3月寄附分）

8,857,530円

令和元年度基金積立額
138,205,903円

平成30年度基金残額
8,857,530円

寄附金から返礼品等の諸経費を差し引いた額（＝町の財源となる

収入）を『厚岸町ふるさと納税基金』に積み立て、適正に管理しな

がら、寄附者の意向を反映した施策に活用していきます。

令和2年度は、厚岸町ふるさと納税基金1億3600万円を、次の

事業に活用する予定です。

・新たな特産品開発への助成

・自主防災組織活動への助成

・子ども医療費の無償化 ・保育所の遊具購入
・幼稚園等の給食費助成 など

・町民の森造成事業への助成
・水源かん養林用地購入費

・町内小中学校の修学旅行費の助成
・スポーツ振興の助成 など

・水産増養殖調査研究
・新規就農者誘致奨励費 など

●

●

●

●

寄附者意向別件数・金額

厚岸町への応援メッセージ

寄附金の使い道について

基金残額・取崩額

令和2年度ふるさと納税基金活用予定事業

寄附金額の推移

地域別寄附件数
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「学びたい人」と「教えたい人」をつなぐ

まなViva厚岸

『まなViva厚岸』ってなに？
生涯学習施設として利用できる真龍小学校を会場に、通年で
開設している講座のことです。講座は現在5つ開設しています。
※はじめての人は、体験講座（無料）を受講できます。

●問い合わせ 生涯学習係☎67-7700

厚紙を切って組み立て、布や紙で覆って作るフラン

スの手工芸です。写真立てや箱などの実用的な小

物を作ります。

第1日曜日 10時から12時 受講料800円／月

三味線を弾いて脳の動きを元気にしてみませんか。

手も頭も情感もフルに使って演奏します。

第1～第3金曜日 19時から21時

受講料2,500円／月

エコクラフトテープをつかって、小物づくりをします。

第2金曜日 18時30分から21時30分

受講料500円／月

優雅にポーズができなくても大丈夫です。ひたすら

自分の体と呼吸を意識し、心地よい瞑想を行ってい

きます。

毎週火曜日 18時30分から20時

毎週金曜日 15時30分から17時

第2、第4日曜日 9時から10時

受講料1,300円～／月（月2回～）

ヒップホップ、ジャス、ロックなど男女を問わずダン

スを楽しむことができます。

第1～第3金曜日 小学生19時から20時、

一般20時から21時15分 受講料1,000円／月

カルトナージュ

エコクラフトバンド

三味線

ストリートダンス  SWEETBOX

リフレッシュヨーガ  蓮の花

ビ バ



https://www.facebook.com/akkeshi.chiikiokosi/

か ね こ



北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

区分Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

長 期 入 院

該当年月日
保険
者印 印○○ 年 ８月 １日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

現役Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

一部負担金
の割合

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ７月 １日

１割

３９０１１０００

平成２０年 ４月 １日

平成２０年 ４月 １日資格取得年月日

後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険証（被保険者証）の一斉更新について～

保険証が新しくなります

減額認定証も新しくなります

● 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象は、次の区分Ⅰまたは
 区分Ⅱに該当する人です

区 分 Ⅱ

区 分 Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当
する人
・世帯全員の所得が0円の人
（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の人）
・老齢福祉年金を受給している人

世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない人

○町民課保険医療係【問い合わせ】 ○北海道後期高齢者医療広域連合
☎011－290－5601

現在、皆さんが使用している減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証）も有効

期限が令和2年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。

新しい減額認定証の有効期限は、保険証と同じく令和3年7月31日までです。

引き続き交付対象に該当する人は、7月中に新しい減額認定証を郵送しますので、8月1日からは黄色の

減額認定証を使用してください。新たに必要となる人は、下記の交付要件に該当す

ることを確認のうえ、町民課保険医療係へ申請してください。

なお、有効期限を過ぎた減額認定証については、ご自身で処分するか、町民課保

険医療係に返却してください。

● 新しい保険証の有効期限は、令和3年7月31日までです
● 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課保険医療係        
 まで申し出てください

現在、皆さんが使用している保険証（被保険者証）の有効期限が令和2年7月31日

をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。

7月中に新しい保険証を郵送しますので、お手元に届きましたら、水色の保険証

を使用してください。有効期限を過ぎた保険証については、ご自身で処分するか、

町民課保険医療係に返却してください。

新しい後期高齢者
医療被保険者証

黄色

水色

黄色

新しい減額認定証

現役並みⅡ

現役並みⅠ
3割負担の人のうち、住民税の課税所得が380万円未満の被保
険者の人、または、その人と同一世帯にいる被保険者の人

3割負担の人のうち、住民税の課税所得が380万円以上690万
円未満の被保険者の人、または、その人と同一世帯にいる被保
険者の人

● 限度額適用認定証の交付対象は、次の現役並みⅠまたは現役並みⅡに
 該当する人です



国民年金保険料の納付が困難なときは

本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下または失業などで収入が少なく、保険料の納付が
困難な場合、申請することによって保険料が全額免除または一部納付（免除）となる制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除

経済的理由または失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料が

免除または猶予される制度があります。

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時
特例措置として所得見込額を用いた免除・猶予、学生納付特例申請ができます

【申請に必要なもの】
令和2年7月時点での申請対象期間

特例免除について ～失業された人の所得審査が除外されます～

保険料納付猶予制度（50歳未満の人）

国民年金保険料免除制度

50歳未満の人で、本人・配偶者（世帯主の所得審査はありません）の前年所得がそれぞれ一定額以下または
失業などで保険料の納付が困難な場合、申請することによって納付が猶予される制度です。

①令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に
該当する水準になることが見込まれること

令和2年2月分以降の国民年金保険料

・平成29年度（平成30年6月分）
・平成30年度（平成30年7月 ～ 令和元年6月分）
・令和元年度（令和元年7月 ～ 令和2年6月分）
・令和 2年度（令和 2年7月 ～ 令和3年6月分、受け付けは、
令和 2年 7月 1日から）

※申請日より原則2年1カ月までしか、さかのぼって申請でき
ません（8月になると、平成29年度の免除申請はできません）

  【申請・問い合わせ】
 町民課保険医療係
 釧路年金事務所 ☎ 0154－22－5810

  【申請・問い合わせ】
 町民課保険医療係
 釧路年金事務所 ☎ 0154－22－5810

特例免除は、保険料免除、納付猶予および学生納付特例申請をする年度または前年度において、退職（失
業）の事実がある場合に失業された人の所得を除外して審査を行い、保険料の納付を免除または猶予します。
※本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められない場合が
あります

※配偶者・世帯主が退職（失業）された場合は、配偶者・世帯主の所得審査も審査対象から除外します

① 年金手帳または、年金番号もしくは
 個人番号のわかるもの

② 印鑑
③ 失業などを理由にする場合は、雇用
 保険受給資格者証や離職票など

【申請に必要なもの】
① 年金手帳または、年金番号もしくは 個人番号のわかるもの
② 印鑑
③ 所得の申立書
（町民課保険医療係、釧路年金事務所に様式があります）

④ 学生証のコピー（学生納付特例申請の場合）

要件（①と②のいずれにも該当する場合）

申請対象期間



近年、全国的に空き家の増加が深刻な問題となっています。

この問題を解決するために、防災、衛生、景観等の観点から地域住民の生活に深刻な影響を

及ぼしている空き家の把握や利活用を図ることを目的として『空家等対策の推進に関する特別

措置法』が2014年に施行されました。この法律では、空き家などの活用や住宅の所有者などに

よる適切な管理の必要性、倒壊の危険性がある建物（特定空家等）への対応を市町村で行うほか、

空き家データベースの整備についての努力義務なども定められています。

町では、この法律の定めにより空き家の件数や現況を把握し、今後の空家等対策について検

討する基礎的な資料とするため、次のとおり『空家等の実態調査』を実施します。調査は、委託

を受けた業者が行いますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

●問い合わせ／政策調整係

●特定空家等とは
倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われないことに
より著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空き家など

●空家等とは
建物や建物に付属する工作物であって、居住その他の使用がされていないことが常態化しているものや、立木その他の土地に
定着している物を含む敷地

空家等所有者の責任として

・自らの責任において適切な管理を行いましょう

・強風により屋根や外壁などが周囲に飛散しないように対策をしましょう

・生活環境を阻害しないように、建物周辺の草刈りなどを行いましょう

町内全域

令和2年7月13日（月）から2カ月程度

株式会社ゼンリン
※調査員は、ゼンリンのユニフォームを着用し、調査員証を携帯しています

空き家と思われる建物の状況や構造などを外観から調査して、写真撮影を行います
※建物内に立ち入ることはありません
※この調査により、業務上知り得た個人情報を外部に漏らしたり、不当な目的に利
用することはありません

調 査 対 象

調 査 機 関

調 査 業 者

調 査 方 法

空き家の適切な管理をお願いします

空き家の所有者が管理を怠り建物を放置すると、次の問題が予想されますので、適正な管理をお願いします。

・老朽化または台風などの自然災害により建物が倒壊し、屋根や外壁などが飛散する

・防火または防犯上不適切な状態になる

・衛生上著しい支障を及ぼす など

空家等の実態調査を実施します



厚岸消防団第一分団庁舎
移転改築のお知らせ

  

第一分団庁舎建設位置

第一分団庁舎建設位置

現在の第一分団庁舎位置

奔渡公園

町営住宅奔渡団地

漁村環境改善
総合センター

建設予定地

奔渡6丁目264・265・266番2

規模

鉄筋コンクリート造 地上2階建

延べ面積 589.05㎡

敷地高 海抜7メートル

事業内容

平成30年度 外構調査、外構実施設計、

建築基本設計

令和元年度 用地取得、建築実施設計、

外構工事

令和2年度 建設工事、外構工事（舗装）

用途

①厚岸消防団第一分団管轄庁舎

②有事に消防団員が集結し出動・待機

③消防団の会議・研修・訓練等に使用

④管轄車両の保管（格納数4台）

⑤大規模災害時の湖南地区活動拠点

⑥湖南地区の防災備蓄品保管

工期

令和2年6月29日から令和3年3月26日

問い合わせ

釧路東部消防組合 厚岸消防署総務係

☎52－5111

町民の皆さんには、日頃より消防業務に対してご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。

この度、災害時の緊急事態に備えた消防力強化を目的に、地震に対する耐震性を確保するとともに、

海抜の高い位置に建設することにより、津波に被災しない庁舎とすることをコンセプトに、

厚岸消防団第一分団庁舎建設工事が本格的に開始となりましたので、お知らせします。

工事期間中、付近住民の皆さんには騒音等でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



問い合わせ

環境衛生係
問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

管理維持係

問い合わせ

職員係

15

11

20

11
10106259

13



問い合わせ

廃棄物対策係

問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

健康推進係
53-3333

15

15

20

40

2635

※『雑紙』とは、名刺サイズ以上の紙マークのついている
紙類（ティッシュやお菓子などの空き箱、紙袋、包装
紙など）で、汚れのついていないものです

大きさをそろえて
十字にしばるか、袋に入れる

袋に入れる

大きさをそろえて
十字にしばる

新聞用紙、コピー用紙

菓子箱、書籍

段ボール、板紙

トイレットペーパー

段ボール

主なリサイクル品出し方種類

新聞紙・チラシ

雑誌・書籍

雑紙

紙パック

段ボール

●紙ごみの種類と出し方

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



問い合わせ

子育て・
障がい福祉係
53-3333

問い合わせ

子育て・
障がい福祉係
53-3333

問い合わせ

保険医療係

問い合わせ

政策調整係

20

20

20

13

20

27

20

今なら！

お弁当、ピッツァ
お買上げ1品につき

1本（500ml）
プレゼント

がんばろう

つかえます！



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

海事記念館
52-4040

問い合わせ

木工センター
52-3451
林政係

●町道民税・固定資産税・
都市計画税 【第2期】

●国民健康保険税
（普通徴収） 【第1期】

●後期高齢者医療保険料
（普通徴収） 【第1期】

●介護保険料（普通徴収）
【第1期】

●夜間窓口／7月27日（月）
17時15分～20時
役場税務課窓口

●問い合わせ／収納係

当日は夜間窓口を開いてい

ますので、ご利用ください。

4月から町税などの納付が

コンビニエンスストアでも

できるようになりました。

納税には便利な口座振替を

お勧めします。

今月の税の納期
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26

15
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19

40
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52

30

30

15
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138,000円

114,000円

88,000円

76,000円

64,000円

51,000円

124,000円

100,000円

74,000円

62,000円

50,000円

37,000円

14,000円

なし

なし

便所2基便所2基 便所1基便所1基

水洗化・排水設備
改造工事同時施工

水洗化・排水設備
改造工事同時施工

返済方法

返済月数

貸付金限度額

元金均等月賦償還とし、貸し付けの翌月から返済

50月以内36月以内14月以内

便所1基＋排水設備
600,000円以内

便所2基＋排水設備
1,032,000円以内

便所1基につき
432,000円以内

【限度額：2基まで864,000円以内】

1戸につき
168,000円以内

種別 水洗化改造工事

水洗化改造工事

1戸

排水設備改造工事

排水設備改造工事供用開始の日から
工事を行うまでの

期間

1年以内

1年を超え2年以内

2年を超え3年以内

下水道の供用区域内に家屋を所有している人は、供用開始から3年以内に

トイレを水洗化することが法令や条例で定められていますので、早めの工事をお願いします。

町では、供用開始の日から、別表1の期間内に自己資金で水洗化等の改造工事をした人に、

補助金を交付します。

また、別表1の補助金交付制度を利用しない場合は、別表2のとおり無利子で資金をお貸しします。

この２つの助成制度については、水道課業務係にご相談ください。

トイレの水洗化には、町の助成制度をご活用ください
●問い合わせ／業務係

別表2 水洗化等改造工事資金貸付制度

別表1 水洗化等改造工事補助金交付制度

問い合わせ

町立病院
52-3145

40

60

20



問い合わせ

出納係

12

21

30

27

10

20

10

29

12

12

15

22

■先月号のクイズの答え
①＝イ（3） ②＝ア（24.7）
③＝ウ（10）

①厚岸消防団第一分団庁舎はどこに移転改築され
るか（ヒントは19㌻）
ア＝宮園 イ＝奔渡 ウ＝真栄

②厚岸町の一般事務職員の採用予定人数は何人か
（ヒントは20㌻）
ア＝3人 イ＝6人 ウ＝9人

③国勢調査の『国勢』とは何を意味するか（ヒント
は26㌻）
ア＝国の情報 イ＝国の統計 ウ＝国の情勢



国勢調査は、10月1日を基準日として外国人を含む日本に住んでいる

すべての人・世帯を対象として実施されます。

それでは、国勢調査とはどんな調査なのでしょうか？

●問い合わせ／広報統計係

どうしても答えなければいけないの？

調査票が提出されなかったり正しい回答がされなかったりすると、誤った統計になってしまいます。

そうしたことを防ぐために『統計法』で回答の義務について規定しています。

つまり、国勢調査に参加することは、私たちの義務の一つなのです。

どんなことを調べるの？

男女の別、就業状態、従業地または通学地など、世帯員一人ひとりについて調べるほか、世帯員の数、

住居の種類、住宅の建て方など、世帯について調べます。調査項目は全部で19項目あります。

調査の方法は？

9月14日から、調査員が『調査票』や『インターネット回答利用ガイド』を世帯ごとに配布します。

回答方法については、次のとおりです。

① インターネット回答

9月14日から10月7日までの期間で受け付けます。

24時間、都合の良い時間に回答することが可能です。

② 郵送提出

郵送による提出が可能です。返信用封筒が同封されていますので、

調査票を封入したうえ、郵送してください。

③ 調査員への提出

調査員が10月1日から10月7日までの期間で、調査票の回収に伺い

ます。調査票を配布するときに日時等を聞き取ります。

国勢調査はいつから行われているの？

日本で最初に国勢調査が実施されたのは、今から95年前の1920年（大正9年）でした。以後、ほぼ5

年ごとに行われ、令和2年に行われる調査は、21回目にして、開始100年の節目を迎えます。

国勢調査ってなに？

国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象とする国の最も重要な調査で、日本の人口や

世帯を把握するために行われています。ちなみに国勢調査の『国勢』とは、『国の情勢』を意味します。

ってどんな調査？



※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

・21日（金）すくすくひろば 10時30分～11時 保セ
・26日（水）乳がん・子宮がん検診 12時30分～

釧路がん検診センター
あかちゃん相談 9時～ Ｒ2.1月生まれ

10時～ Ｒ2.4月生まれ 保セ
・27日（木）1歳6カ月児健診 12時30分～ 保セ

・ 3 日（月）子育て講座『小児救命講習』 13時30分～ 保セ
・ 7 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
・14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

●すくすくひろば
10時30分～11時
子セ

●夜間予防接種
17時30分～19時
30分 町立病院

●遊びのひろば『た
なばた遊び』
10時30分～
子セ

●プラネタリウム夜
間投影
（詳細は23㌻）

●3歳児健診
12時30分～
保セ

●障がい者専門相談
10時～17時 保セ

●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

●親子工作月間
（→8月30日まで）
（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8月
号配布日

●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

●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

●あかちゃん相談
9時～Ｒ1.12月

生まれ
10時～Ｒ2.3月

生まれ 保セ

海の日 スポーツの日

●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

●土曜おはなし会
10時30分～11時

●名作鑑賞会
13時30分～15時
10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

●名作鑑賞会
19時00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〉

子育てを終え、親と夫を看取り、⾧ら

く日本を離れていた著者のエッセイ。熊

本に住み、早稲田大学の教授として東京

に通う生活。詩人の感性豊かな視点と独

特な世界観で日常が描かれています。

BOOK司書のおすすめ



akkeshi_no_kurashi

今日の15時30分ころの厚岸町の
空。役場の事務室から見ると、
海事記念館のプラネタリウムの
あたりからうっすらと虹が。あ
っという間に薄くなってしまい
ましたが、二重の虹が見れるの
は珍しいです。濃い虹はちょう
ど電線と重なっていますが、虹
の五線譜みたいできれいです。
♯二重の虹
2020年5月26日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan

…………………………………………………
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