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「うみえもん」
厚岸町公式キャラクター

「うみえもん」

7月7日、厚岸翔洋
高校の生徒が先生役と

なり、真龍小学校の児童と
一緒に磯採集（地引き網）をした
でござる！ 児童たちは力いっぱい
網を引っ張っていたでござるよ♪ 
獲れた魚は翔洋高校の生徒
が解説し、児童たちは真剣

な表情で聞いていた
でござる！



衛生管理型漁港

安心・安全な水産物の流通拠点

8月1日から供用開始
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各イベントの開催状況について
広報あっけし5月号で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため町が実施する各イベントについて、

中止・延期のお知らせをしました。
7月22日現在でのイベントの開催状況は、次のとおりです。開催予定のイベントについても、新型

コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止・延期となる場合がありますので、ご了承ください。

10月3日（土）から10月11日（日）まで開催を予定していた第58回あっけし牡蠣まつりは、中止します。

●問い合わせ／観光係

9月6日（日）に開催します。（詳細は19ページ）

●問い合わせ／スポーツ係（Ｂ＆Ｇ海洋センター内☎52－7785）

例年9月に開催している厚岸町いきいきふれあい食と健康まつりは、中止します。

●問い合わせ／健康推進係（保健福祉総合センター内☎53ー3333）

10月末頃に開催を予定していた厚岸町障害者（児）ふれあいフェスティバル「こう福祉21」は、中止します。

●問い合わせ／子育て・障がい福祉係（保健福祉総合センター内☎53ー3333）

10月18日（日）に開催を予定していた町民の森植樹祭は、中止します。

●問い合わせ／林政係

11月に開催を予定していた環境講演会は、中止します。

●問い合わせ／環境衛生係

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2日（金）に厚岸町社会福祉センター
で開催します。なお、式典は規模を縮小して開催します。
●問い合わせ／総務係

厚岸町の歴史を物語る写真を募集します
記念事業の一環として式典会場などに展示する、厚岸町の歴史を物語る写真を広く募集します。
提供いただいた写真は、スキャナーで読み込みデータ化したあとに返却いたします。なお、展示スペース

の都合上、必ず展示できるとは限りませんので、ご了承ください。
●募集期間／8月31日（月）まで
●提出方法／広報統計係に写真を持参または郵送（提出する際に、写真の内容（場所）や撮影年月を確認させ
させていただきます）

●問い合わせ・提出先／広報統計係
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Information
【問い合わせ】：厚岸消防署 ☎52-5111

▼ 消防クラブ委員⾧の上藤海登さん（左）
副委員⾧の酒井ららさん（右）

▼

防火もちつき会（12月）
防火に対する思いを込めて、
臼と杵でもちつきを行い、つ
きたての餅であんこ餅や雑煮
を作り、立入検査を終えた消
防団員へ『防火もち』として振
る舞い、一緒に昼食を食べま
す。

▼

上尾幌・片無去少年消防クラブ
集合写真



た し も

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





本の森読書推進事業

『夏休みお楽しみウィークリー』
開催中！！

そのほかの夏休み期間の展示そのほかの夏休み期間の展示

  厚岸を知ろう！ 厚岸町町制施行120周年資料展示

郷土資料・行政資料をご存じですか？

情報館では、厚岸町に関する資料、行政資料などを積

極的に収集しています。本やＤＶＤ、ビデオテープな

ど媒体はさまざまです。普段、閉架書庫に保管してい

る資料など、あまり目につかない資料を展示しています。

また、ご自宅などに眠っている厚岸に関する資料があ

りましたら、譲っていただけると幸いです。

●展示／8月20日（木）まで

  夏休みおすすめの200冊

令和2年度版北海道青少年のための200冊から、情報館

にある本を学年別に分けて展示しています。

●展示／8月16日（日）まで

●場所／情報館本館・分館

  工作・ハンドメイドの本

ペットボトルやダンボール、身近な材料で簡単にできる

工作や手芸の本などを展示しています。

ご家族で作って楽しんでください。

●展示／8月16日（日）まで

●場所／情報館本館・分館

  夏休み映画会

絵本で大人気のおさるのジョージが

アニメーションになってスクリーン

に登場します。

●日時／8月13日（木）

10時30分から12時

●場所／情報館2階視聴覚室

●内容／『おさるのジョージ』日本語吹き替え版

※観覧時はマスクの着用をお願いします

水、お茶など飲料水の持ち込みができます

  厚岸を知ろう！ 館内クイズ

情報館に所蔵している郷土資料の中から、厚岸に関する

クイズを作りました。正解者にはプレゼントも用意して

います。大人の参加も大歓迎です！

●日時／8月8日（土）から8月16日（日）

●場所／情報館本館

  くじらくんぬりえコンクール

今年のぬりえは、町の鳥『おおせぐろかもめ』や町の花

『ひおうぎあやめ』が描かれた台紙です。

●日時／8月6日（木）から8月20日（木）

●場所／情報館2階ギャラリー

●ぬりえ募集期間／8月4日（火）まで

●ぬりえ配布場所／本館・分館カウンター、図書館バス

●参加賞／くじらくん賞など記念品がもらえます

大人の参加もお待ちしています

  映像集団光風写真（パネル）展示

情報館に所蔵している20世紀ふるさと写真展のパネル

を展示しています。厚岸町の景勝地やお祭りなどのワ

ンショット、美しく迫力のある写真をご鑑賞ください。

写真パネルは団体での貸し出し利用ができますので、

利用を希望される場合は、ご相談ください。

●展示／8月20日（木）まで

●場所／情報館1階開架スペース

厚岸町町制施行120周年を記念し、短い夏休みを

満喫できるイベントや展示を開催しています。

大人も参加できますので、夏休みはぜひ、情報館

へお越しください。

開催中の展示



環境林務課

ウチダザリガニオオハンゴンソウ

特定外来生物への取り組み



▼釧路東部消防組合 厚岸消防署庁舎

▼佐藤龍世選手を起用した防火ポスター

釧路東部消防組合では、令和3年度採用予定の消防職員

一般職2人程度（救急救命士も可）、救急救命士資格取得者

（または取得見込者）1人を募集しています。

採用試験は、令和2年9月20日（日）に釧路東部消防組合

消防本部で行います。受験資格は、平成8年4月2日以降

に出生した人で、身体条件などの受験資格があります。

希望者は、令和2年8月17日（月）までに所定の申込書に

必要事項を添えて、同本部へ申し込みください。

なお、試験の実施要領および申込書は組合ホームページ

で見ることができ、申込書はタイトルをクリックしダウン

ロードするか、組合内各消防署（釧路、厚岸、浜中）で準備

しています。

詳細についての問い合わせは、同本部総務課総務係まで

問い合わせください。（代表電話 0153－52－5111）

厚岸消防署では、厚岸出身のプロ野球選手、埼玉西武ラ

イオンズの佐藤龍世選手を起用し、独自に防火ポスターを

作成しました。

これまで、春の火災予防運動（4月20日から4月30日）と

秋の火災予防運動（10月15日から10月31日）実施時には、

消防庁等から配布されるポスターを家庭や職場・地域にお

ける防火意識の高揚を図ることを目的として掲示してきま

した。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、対外的な活

動を自粛したことにより、火災予防の啓発活動を実施する

ことができなかったため、厚岸消防署独自に１年を通じて

掲示できるポスターを作成しました。

ポスターの『なりたい自分に俺はなる』は、幼いころか

らプロ野球選手に憧れ、努力を続けることで夢を叶えるこ

とができた佐藤龍世選手の姿を、子どもたちが見ることに

よって、自分たちも夢に向かって努力するきっかけになる

ことを願ってスローガンとしました。

ポスターは300枚作成し、町内の各施設や事業所へ掲示

しています。火の用心の願いをこめたポスターを掲示する

ことで、町民の皆さん一人ひとりに防火意識を持ってもら

い、1件でも火災が減るよう、職員一丸となって火災予防

に取り組んでいきます。



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

国の最も重要な統計調査です。

調査の結果は、国の都道府県・市区町村で行う行政の基礎資料として

活用されるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備、防災対策など

私たちのために役立てられています。

●問い合わせ／広報統計係

10月1日、 を実施します

厚岸町の世帯数の推移

厚岸町の産業（大分類）別
15歳以上就業者の割合

厚岸町の年齢3区分別
人口の推移

・第1回国勢調査（大正9年）は、2,165世帯

・第11回国勢調査（昭和45年）から、ほぼ横ばいで核家族化が
進んでいる

・農業、林業、漁業の第1次産業の割合が減少

・サービス業の第3次産業の割合が増加

15～64歳

15歳未満15歳未満

65歳以上65歳以上

・15歳未満、15～64歳は、大幅に減少

・65歳以上（老年人口）は、増加傾向

・第1回国勢調査（大正9年）は、10,580人

・第9回国勢調査（昭和35年）の20,185人をピークに減少

厚岸町の人口の推移

（年）

男

女
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その他

サービス業

卸・小売業

運輸・通信業

製造業

建設業

漁業

林業

農業昭和35年

100％50％0％昭和35

大正9

国勢調査でわかること

5,564人

3,105人

1,102人

平成27年の人口は
9,778人

平成27年の世帯数は
4,115世帯



問い合わせ

地域支援係
53-3333

問い合わせ

子育て・
障がい福祉係
53-3333

問い合わせ

建築係

問い合わせ

生涯学習係
67-7700
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障害年金を受給している

ひとり親家庭が

『児童扶養手当』を

受給できるよう見直されます

『児童扶養手当法』の一部改正により、令和

3年3月分から障害年金を受給している人の

『児童扶養手当』の算出方法が変わるため、

障害年金と児童扶養手当が併給できるように

なります。障害年金を受給しているひとり親

家庭で、児童扶養手当を受給していない人は、

申請が必要となりますので、お問い合わせく

ださい。

●問い合わせ／子育て・障がい福祉係
☎ 53－3333



問い合わせ

業務係

問い合わせ

商工雇用係
問い合わせ

商工雇用係
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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



■厚岸霊園使用料等

管理料
（1年分）

永代使用料区画面積 区画数

3,960円

2,640円

1,760円

270,000円

180,000円

120,000円

17区画

1 区画

29区画

Ａ区画
（4㎡）

Ｂ区画
（6㎡）

Ｃ区画
（9㎡）

問い合わせ

環境衛生係
問い合わせ

廃棄物対策係

ɹ燃やせないごみ

・ガラスやせともので、割れているものは、ダンボール箱な
どに入れ、『割れ物（ガラス・せともの）』と書いて出す

・ライターは、中身を完全に使い切ってから出す

・ペット用のトイレの砂は、袋を２重にして出す

・小型家電製品は、中に入っている乾電池やバッテリーを取
り外す

ɹ燃やせるごみ

・庭木や板きれは、50cm以内に切り、ひもで縛る

ɹ生ごみ

・よく水を切ってから出す

・水切りネットやビニール袋など、生ごみでないものを生ご
みバケツに入れない

・草や花を出す際は、土をしっかり落としてから袋に入れ、
袋に『生ごみ』と書いて、生ごみの収集日に出す

6月はレッドカードを1枚使用しました。分別表をよく見て、
正しい分別でごみを出しましょう。

ɹ有害なごみ

・蛍光管などは、購入したときのケースや箱などに入れて出す

ɹ資源となるごみ

・種類ごとに袋を分けて出す

・新聞紙、雑誌、ダンボールは、大きさをそろえて十字に縛
ってから出す

・アルミ缶やスチール缶は、中を水洗いしてから出す

・びん類やペットボトルは、中を水洗いし、キャップを取り
外してから出す（プラスチック製のキャップは、『プラマー
クの付いているプラスチック』、金属製のキャップは、『金
属製品』）

・包丁などの刃物類は、新聞紙などで包んだものをさらに袋
に入れ、『包丁』などと書いて出す

・スプレー缶やカセットボンベは、中身を完全に使い切り、
ガスを抜いてから出す（穴をあける必要はありません）

・プラマークの付いているプラスチックは、中身を使い切っ
て洗うなどして、『きれいなもの』を出す（どうしても汚れ
が取れないものは、『燃やせるごみ』に出す）

・廃食用油は、あらかじめ天かすなどを取り除き、500ml以
上の容器に8割以上入れ、フタをしっかり閉めて出す

ɹごみ出し全般に関すること

・ごみ袋の口をきちんと縛る

・ごみは収集当日の朝8時30分までに出す（収集後に出され
たごみは収集しません）

・ごみはきちんと分別し、指定された収集日に出す

・ごみ箱の周囲に、ごみ以外のものを置かない（ごみ箱に入
らないものは、ごみとわかるよう『ごみ』などと書いてくだ
さい）

ごみの分け方や出し方について、きちんと守られていない人がいます。

ごみを出す場合は、分別表をよく確認するほか、次のことに注意して

ごみを出しましょう。

●問い合わせ／廃棄物対策係

ごみ出しに
関するお願い



スポーツ係
52-7785

問い合わせ

スポーツ係
52-7785

問い合わせ
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ＪＲ東日本  ＶＳ  福岡ソフトバンクホークス（育成）
の試合が開催されます

●問い合わせ／スポーツ係 ☎ 52－7785

毎年釧路市で開催されている硬式野球大会『タンチョウリーグ』が、

今年から厚岸町でも開催されます。

●日時／8月16日（日）13時から（雨天候時は中止）

●場所／宮園公園野球場

●観戦料／無料

●（町税）町道民税・固定資産税・
都市計画税 【第3期】

●国民健康保険税
（普通徴収） 【第2期】

●後期高齢者医療保険料
（普通徴収） 【第2期】

●介護保険料
（普通徴収） 【第2期】

●夜間窓口／8月25日（火）
17時15分～20時00分
役場税務課窓口

●問い合わせ／収納係

町税などの納付はコンビニエンス

ストアでもできますので、忘れず

に納めましょう。

また、納付には便利な口座振替を

お勧めします。

当日は夜間窓口を開いていますの

で、ご利用ください。

今月の税の納期



10月 3日（土）から10月11日（日）まで開催を

予定していた『第58回あっけし牡蠣まつり』は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から

中止となりましたのでお知らせします。

●問い合わせ／観光係

第58回あっけし牡蠣まつり
中止のお知らせ

献血のご協力をお願いします

  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。

  8月20日（木）

厚岸漁業協同組合本所前 10時から11時30分

厚岸警察署前 13時から14時30分

厚岸消防署前 15時から16時30分

   8月21日（金）

厚岸町役場前 10時から12時

保健福祉総合センター前 13時30分から15時

厚岸翔洋高校前 15時30分から16時30分

●問い合わせ／地域支援係 ☎ 53－3333

問い合わせ

海事記念館
52-4040

問い合わせ

海事記念館
52-4040
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国民年金受給権者が
死亡したとき

年金を受ける権利は本人が死亡するとなくなります

ので、年金を受けている人が亡くなられたときは、『死

亡届』の提出が必要です。この届け出が遅れると、年

金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなく

なることもありますので、ご注意ください。

なお、亡くなられた人がまだ受け取っていない年金

（未支給年金）があるときは、生計を同じくしていた遺

族の人からの請求によって、その年金が支払われます。

請求できる遺族の範囲・順位は、年金を受けていた

人と死亡当時、生計を同じくしていた、配偶者・子・

父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族

です。

●問い合わせ／保険医療係
釧路年金事務所 ☎ 0154－22－5810

国民年金



問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

総務係

20

40

2635

15

11

■先月号のクイズの答え
①＝イ（奔渡） ②＝ア（3人）
③＝ウ（国の情勢）

①厚岸漁業協同組合の『衛生管理型荷さばき施設』
は何日から供用を開始するか（ヒントは2㌻）
ア＝8月1日 イ＝9月1日 ウ＝10月1日

②夏休み映画会で上映されるのは『何のジョージ』
か（ヒントは12㌻）
ア＝ひつじ イ＝うさぎ ウ＝おさる

③ウチダザリガニの駆除作業について、昨年は何
キロ駆除したか（ヒントは13㌻下段）
ア＝137㌔ イ＝147㌔ ウ＝157㌔



試験日

9月25日（金）、26日（土）

9月27日（日）

9月18日（金）から20日（日）

9月22日（火）

10月17日（土）

10月24日（土）、25日（日）

11月7日（土）、8日（日）

受付期間

通年

9月10日（木）まで

10月1日（木）まで

10月7日（水）まで

10月22日（木）まで

受験資格

18歳以上33歳未満の人

航空自衛隊18歳以上21歳未満
海上自衛隊18歳以上23歳未満

高卒（見込み含む）
21歳未満の人

種目

自衛官候補生（男子）

自衛官候補生（女子）

一般曹候補生（男子・女子）

航空学生

防衛医大 看護科学生

防衛医大 医学科学生

防衛大学校学生（一般）

問い合わせ

総務係

22

10

31

52

13

15

30
（左から）森脇智亮さん、髙橋美佐子さん、
横井久美さん、中田由美子さん、中井勝之さん

お詫びと訂正
広報あっけし7月号4ページに
掲載した厚岸町120年のあゆみ
に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。
お詫びして訂正します。

誤 厚岸町の公式キャタクター、
うみえもんが誕生

正 厚岸町の公式キャラクター、
うみえもんが誕生



●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

●野球教室
（詳細は19㌻）

●⾧崎市原爆投下日
（11時2分にサイレ
ンを鳴らしますの
で黙とうしましょ
う）

●夏休み映画会
（詳細は12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

●土曜おはなし会
10時30分～11時

●名作鑑賞会
13時30分～14時
45分 情報館

●広島市原爆投下日
（8時15分にサイレ
ンを鳴らしますの
で黙とうしましょ
う）

●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

【7日のその他の行
事は上欄に記載】

●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

●1歳6カ月児健診
12時30分～
福セ

●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

●はかり定期検査
（→27日まで）
（詳細は17㌻）

●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
●乳がん・子宮がん
検診
（詳細は21㌻）

●ＪＲ東日本 VS 福
岡ソフトバンクホ
ークス（育成）
（詳細は19㌻）

●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

●移動献血車ひまわ
り号巡回
（→21日まで）
（詳細は20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

●すくすくひろば
10時30分～11時
保セ

●子育て講座『小児
救命講習』
13時30分～
保セ

・10日（木）1歳6カ月児および3歳児健診 12時30分～ 福セ
・11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
・23日（水）あかちゃん相談 9時～Ｒ2.2月生まれ、10時～Ｒ2.5月生まれ 保セ

・ 1 日（火）広報あっけし9月号配布日
・ 4 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
・ 6 日（日）第67回厚岸町ソフトボール大会 9時～ 宮園公園野球広場
・ 7 日（月）すくすくひろば 10時30分～11時 子セ

（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。
                           

  7日の行事

（注） 変更になる場合もあります。

●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

●子ども映画会
13時30分～14時
05分 情報館

●名作鑑賞会
19時～20時15分
情報館

●プラネタリウム夜
間投影
（詳細は20㌻）

山の日

※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

BOOK

東楽観時前交番に勤める巡査と

巡査の恋人そして町の仲間たちが

凄ワザで事件を解決していく交番

ミステリーシリーズ。

司書のおすすめ



akkeshi_no_kurashi

厚岸町内では、至る所でエゾシカ
をよく見かけます。今朝も家の周
りで、いつものようにエゾシカの
群れが草を食べていて、よく見てみ
ると群れの中に小鹿がいました。
車に乗り込もうと動いたところ、
一斉に鹿がこちらを見て、子鹿も
母鹿にピタッと寄り添いこちらを
じっと見ていました。
♯エゾシカの親子
2020年7月13日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan

…………………………………………………
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