
厚岸町公式キャラクター
「うみえもん」
厚岸町公式キャラクター
「うみえもん」

2月12日と19日に
あっけし冬華火2021が
開催されたござる！今年度
は、新型コロナウイルスの影
響により、たくさんのイベント
が中止となったでござるが、
厚岸の皆さんに元気を届け
るため、冬の夜空に大輪の
花火が打ち上げられた
でござるよ！





新型コロナウイルス感染症対策に留意した、避難所
設営訓練を実施しました。
（令和2年度避難所設営訓練の様子）

津波による避難を想定し、指定避難場所に隣接する
場所へ統合・移転しました。
（厚岸町立しんりゅう保育所）

厚岸消防庁舎を高台に移転しました。
新庁舎は、町の災害対策本部機能を備えています。
（厚岸消防庁舎）

自治会や学校を対象に、防災教育を実施しました。
（避難所運営ゲームの様子）
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津波シミュレーション
動画（YouTube）

（出典：ほっかいどうの防災教育テキスト“知識編”） ◆東日本大震災後の厚岸町の防災対策の一例◆地震から『いのち』を守る

事前に備える グラッときたら
落下物から身を守る

落ち着いて状況を
判断して次の行動へ

●建物の耐震化
●家具固定と安全スペースの確保
●家族や職場で避難方法を話し合っ
　ておく
●避難のための備えをしておく

●机の下にもぐる（家やオフィス）
●布団や枕で頭を守る（寝室）
●あわてて外に飛び出さない
●火を止めるのは揺れがおさまって
　からあわてずに

●家族の状況は？
●歩いてもケガをしない？
●火災は起きていない？
●避難口は確保できる？
●津波の危険は？

事前に備える 地震発生から
津波が来るまでに 避難した後も

◆津波から『いのち』を守る

●地域の地形、避難所や高台の位置
　を確認する
●家族や職場、学校などで避難ルー
　トやルールを確認する
●要配慮者の避難方法を決めておく
●冬季を想定
　した準備を
　しておく

●高台など安全な場所に避難する　
●率先して避難する
●海や川を見に行かない
●避難するとき
　は、最大限安
　全な場所へ避
　難する

●津波は繰り返し来るので、警報・
　注意報が解除されるまで戻らない
●2波目以降に1波目よりも大きな
　津波が来る可能性がある





　日程
    試 合 日           試合開始　                  対戦相手　         　　     場  所　        対象座席　
 4月 2日（金）       18時 　                                                           　               　 
 4月 3日（土）       14時
 4月 4日（日）       14時
 4月 6日（火）       18時
 4月 7日（水）       18時
 4月 8日（木）       18時
 4月23日（金）       18時
 4月25日（日）       14時
 4月30日（金）       18時　　　　　　　　　　　　　　　　                 　  

    千葉ロッテマリーンズ

札幌ドーム　    C指定席　    福岡ソフトバンクホークス 　

    オリックス・バファローズ　

    埼玉西武ライオンズ 　

　北海道日本ハムファイターズでは『北海道179市町村応援大使』企画の一環として、4月
2日(金)から4月30日(金)の期間に札幌ドームで開催されるファイターズ戦に厚岸町に住
んでいる人をご招待します。（4月24日(土)は除く）
　観戦を希望する人は、下記の応募方法にてお申し込みください。

　応募対象
　厚岸町内に在住している人を対象とし、各試合1人1回4枚まで申し
　込みができます。4歳以上から入場券が必要となります。（4歳未満
　でも座席を確保する場合には、入場券が必要となります）
　応募方法
　以下のURL・QRコードより申し込みください
　【パソコンの場合】
　https://www.fighters.co.jp/expansion/10th/hokkaido179/invitation/2021/form.html
　【スマートフォン・携帯電話の場合】
　右のQRコードより申し込みフォームにアクセスしてください
　※利用の端末の種類、環境によっては、閲覧できない可能性があります
　応募締切
　 3月21日（日）
　当選者発表
　当落通知は、試合観戦日の一週間前を目処に、申し込み時に登録したメールアドレス
　に配信します。当選者にはチケット（QRチケット）を配信します。当選者で、他の席種　
　への変更を希望する場合は、試合前日までにお送りするチケットの「変更」ボタンからご　
　自身で変更するか、または、試合当日に札幌ドーム場内前売り券売場にて、座席変更が　
　可能です。（有料・残席がある場合のみ）
　※当落に関する問い合わせはお受けできませんので、ご了承願います

　留意事項
　・チケットは贈呈されますが、球場までの移動手段（宿泊代含む）の手配お
　　よび費用は各自での負担となります
　・同一のメールアドレスで複数の申し込みをした場合は、最新の申し込みが
　　有効となります
　・複数の試合を申し込みする場合には、1試合毎の申し込みをお願いします
　・申し込み後に申し込み時のメールアドレスへ「申込完了メール」を送りま
　　す。迷惑メール等の設定により、メールが届かない場合がありますので
　［fighters.co.jp］および［fmail.fighters.co.jp］の各ドメインからのメールを受信でき
　  るよう、事前に設定をお願いします
　・球場内でファウルボールや折れたバット等により負傷された場合、応急処置はいたし
　　ますが、主催者・球場管理者に帰責事由がある場合を除き、その後の責任は負いかね　
　　ますので、ご了承ください
　・新型コロナウイルスの影響により本企画は中止となる場合があります。あらかじめご　
　　了承ください
■問い合わせ／政策調整係

　町の特徴をデザインしたトートバッグを制作するプロジェクトを行っています。
賛同する人から1口2000円で合計100口、目標金額20万円以上の協賛が集まると、
厚岸町限定トートバッグが制作され、このバッグと厚岸町の応援大使（清水優心
選手、石井一成選手、ブライアン・ロドリゲス選手）の缶バッジが送られます。
　応募を希望する人は、下記の応募方法にてお申込みください。なお、インター
ネットの利用ができない人は、役場政策調整係へご相談ください。
■応募方法
　以下のURL・QRコードより申し込みください
　【パソコンの場合】
　https://actnow.jp/feature/jimotote2021/
　【スマートフォン・携帯電話の場合】
　右のQRコードより申し込みフォームにアクセスしてください
■応募締切
　 3月31日（水）

※座席の塁側は選べません。座席は変更する場合があります
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これまでの主な経過
昭和30年4月　厚岸道立自然公園 指定

昭和59年5月　厚岸道立自然公園国定化昇格促進期成会発足

平成16年度　  北海道が国定公園化に向けた自然環境調査を実施

平成17年8月　期成会名称を『厚岸道立自然公園国定公園化促進期成会』に変更

平成30年12月　厚岸道立自然公園国定公園化促進期成会ならびに釧路町・厚岸町・浜中町

　　　　　　　広域観光推進協議会の構成員など27人により、北海道知事ならびに環境

　　　　　　　省北海道地方自然環境事務所長に対し、国定公園早期指定について、24

　　　　　　　年ぶりとなる要請活動を行う

平成30年12月　北海道知事、釧路町長、厚岸町長、浜中町長の連名で環境大臣に対し、

　　　　　　　『厚岸道立自然公園の国定公園早期指定に向けた要望書』を提出

令和元年度　  北海道が自然環境の再調査を実施

令和元年11月　厚岸道立自然公園国定公園地域活性化シンポジウム開催

令和2年8月　期成会に国定公園区域となる標茶町が加入

令和2年9月　環境大臣に対し、厚岸道立自然公園国定公園化促進期成会と釧路町・厚岸

　　　　　　　町・浜中町広域観光推進協議会の連名で『厚岸道立自然公園の国定公園

　　　　　　　早期指定に向けた要望書』を提出
　
令和2年11月　北海道知事が環境大臣へ 厚岸霧多

　　　　　　　布昆布森国定公園（仮称）の指定を

　　　　　　　申し出

令和3年2月　中央環境審議会自然環境部会にお

　　　　　　　いて『厚岸霧多布昆布森国定公園

　　　　　　　（仮称）の指定および公園計画の決

　　　　　　　定について』が審議され、『諮問のとおりとすることが適当である』と決定

令和3年3月　厚岸霧多布昆布森国定公園 指定
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　地域おこし協力隊員として2年目となる今年度は、桜の

保護育成活動として、桜苗づくりを始めました。一昨年7

月に子野日公園内で採取して土の中に埋めて保存していた

種子を、昨年3月に育苗箱に播き、春から秋まで育てた結

果、町の木であるエゾヤマザクラをはじめ7種類100本以

上の苗を育成することができました。これらの苗は、数年

かけて大きく育ててから、子野日公園や町の桜の後継樹育

成に利用するほか、希望する町民の皆さんにも配布したい

と考えています。

　その他の桜保護育成活動として、病気の枝や枯枝の除去、

シカ害対策、バーク堆肥による根系保護、肥料施肥、桜の

健康状態の調査等を行いました。

　毎年5月に子野日公園の桜が見事に咲いて、皆さんに喜

んでいただけるよう、今後も桜保護育成に励んでいきます。

▲切口保護（5月）▲枯枝剪定（5月）▲苗生育状況（9月）

▲種子播き（3月） ▲発芽（4月）

▲果肉を除去した種子（7月）▲桜の種子採取（7月）

　地域おこし協力隊としての活動も2年目を迎え、夏には

上尾幌の生産者の元で2度目の研修を経験させていただき、

栽培環境の変化でシイタケの品質が変わるさまざまな要因

を学びました。

　現在は、昨年度の東北地方の研修で学ぶことができた吊

棒栽培という方法で、実際に2種類の菌床を使って試験栽

培を行っています。吊棒栽培とは、上部にフックがついた

棒に菌床を7、8個刺して管理するシイタケの栽培方法で、

菌床を移動させる時間が大幅に削減できます。加湿器や空

調などのコストを可能な限り抑えた省労力で高品質なシイ

タケ栽培を目標に取り組んでいます。

　また、活動外としては、新型コロナウイルスが流行する

前に開催された、冬でも安心して子どもたちが遊べる屋内

型キッズパークの『みんなのあそびば』にボランティアスタ

ッフとして参加しました。コロナ禍が収まった後は、地域

や町内のイベントに積極的に参加しようと思っています。



【3月10日（水）】
19時から19時40分
『春の星空の道しるべ｢北斗七星｣』
一般向けの番組（新作）です。春に観
測できるたくさんの星座を、神話と
ともに解説します。

【3月17日（水）】
18時から18時40分
『キラキラ森のなかまたち
　～まほうのモーフくん～』
幼児向けの楽しい番組です。ドーム
全体に映し出される森や星空は迫力
いっぱい。かわいい動物のなかまた
ちの冒険です。
※3月で上映終了します

19時から19時40分
『ハナビリウム
　～花火って、なんであるの？～』
幼児から高齢者まで広くご覧いただ
けます。ドーム全体に花火の真下か
らの実写映像。海事記念館のプラネ
タリウムで大迫力の花火が見られま
す！
※3月で上映終了します

★夜間投影の場合、中学生以下は保護者同伴

　時 間　　　　　　　番 組 名　　　　　　　　　

※対象者により、幼児向け全天周番組『キラキラ森の
　なかまたち』を投影します
※『ハナビリウム』と『キラキラ森のなかまたち』は3月
　31日までの上映です

　火・水・木・金　土・日・祝

　曜  日

　11:00

　13:30

　14:30

　15:30

　低学年・幼児向け春番組
『いのちの女神「おとめ座」』

　一般向け春番組
『春の星空の道しるべ「北斗七星｣』
『アイヌ民族星ものがたり（春）』

　一般向け春番組
『春の星空の道しるべ「北斗七星｣』

　【全天周番組】
ハナビリウム※
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海事海事 記念館
通　信
記念館

http://edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/kaiji
問い合わせ　☎52-4040
http://edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/kaiji
問い合わせ　☎52-4040

通　信





Information
活動日時：毎月第2金曜日、18時30分～21時30分
活動場所：真龍小学校2階図工室
問い合わせ：まなviva厚岸実行委員会
　　　　　　（事務局：生涯学習課）☎67―7700



負担割合

3割

区　　　分 自己負担額の合計の基準額

現役並み所得者

一般

住民税非課税世帯
1割

【課税所得690万円以上】212万円

【課税所得380万円以上】141万円

【課税所得145万円以上】 67万円

56万円

31万円

19万円

区分Ⅱ

区分Ⅰ

（※1）

（※2）

○町民課保険医療係
　☎ 52－3131

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

●後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが 0円の場合は
　対象となりません

●支給額が500円以下の場合は支給されません

高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が
限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。
なお、手続きには町民課保険医療係で申請が必要です。

後期高齢者医療制度のお知らせ
～ 高額介護合算療養費について ～

■自己負担限度額表

■高額介護合算療養費勧奨通知の発送時期について
高額介護合算療養費の勧奨通知は、令和元年度分（計算対象期間：令和元年8月1日から令和2
年7月31日）を支給対象となる人に3月中旬から4月に発送予定です。

※1　世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない人

※2　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円（公的年金収入のみの場合、その受給額が
　　　80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している人

申請する人は、町民課保険医療係まで申し出ください

【1年分の自己負担額の計算期間：8月1日から翌年7月31日】



コンキリエ

!

詳しいお問い合わせは
厚岸味覚ターミナルコンキリエ
厚岸町住の江2丁目2番地　☎52－4139
ホームページ https://www.conchiglie.net/

 

問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

管理維持係

10151515
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15

20



予備自衛官補・一般曹候補生・一般幹部候補生　募集

※一般幹部候補生につきましては、飛行要員もありますので問い合わせください
※試験日および試験場所は変更になる場合があります
●問い合わせ／自衛隊帯広地方協力本部釧路出張所　 0154-22-1053

種目 資格 受付期間 試験日 試験場所

一般曹候補生 18歳以上33歳未満 5月22日

予備自衛官補（一般） 18歳以上34歳未満

帯広駐屯地予定

釧路駐屯地予定

予備自衛官補（技能） 18歳以上で保有する技能に
応じ53歳から55歳未満

一般幹部候補生
（陸・海・空）

22歳以上26歳未満の人で大
学卒業程度の学力を有する人

5月11日まで

4月28日まで

4月17日

4月18日

一次／5月8日、9日
（9日は飛行要員のみ）

道東経済センター
ビル予定

4月9日まで

問い合わせ

廃棄物対策係

問い合わせ

廃棄物対策係

国民年金

【申請に必要なもの】
・出産予定日が分かる書類（母子健康手帳など。出産
　日以降の申請の場合不要）
・個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）
・本人確認書類（運転免許証など）
・印鑑（窓口来庁者が申請者本人の場合不要）
●問い合わせ／保険医療係
　　　　　　　釧路年金事務所 0154-22-5810

産前産後期間は保険料が免除に
50

50

50

50



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

  ☆  お  知  ら  せ  ☆
ナリテツ事務所特典のスタンプカード押印は、2021年3月末までとさせて
いただきます。貯まったスタンプカードの使用については、無期限です。
2021年4月1日より あやめスタンプを発行します。

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

商工雇用係

問い合わせ

環境衛生係

●国民健康保険税
　（普通徴収）　 　　　【第9期】

●後期高齢者医療保険料
　（普通徴収）　　　　【第9期】

●夜間窓口／3月25日（木）
　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



問い合わせ

情報館
52-2246

問い合わせ

資産税係

　マイナポイントの予約やキャッシュレス決済サービスの選択は、
『スマートフォン』や『パソコン』などから行うことができます。
　役場お客さま窓口では、パソコンによるマイナポイントの予約
などのサポートを行っています。
　パソコンなどがご自宅に無い人や、予約手順について不安があ
る人は、『マイナンバーカード』『本人確認できるもの』『選択する
キャッシュレスサービスがわかるもの（カードやスマートフォン
アプリなど）』『マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁の利用者
用電子証明書）』をお持ちのうえ、本人が役場お客さま窓口までお
越しください。
　マイナポイントの予約数が予算の上限に達した場合には、予約
を締め切る場合がありますので、ご注意ください。

　マイナンバーカードの取得は『郵便』『スマートフォン』『パソ
コン』などから申請することができます。申請の際には、『通知カ
ード』の下についている交付申請書を使いますが、無くした人や
住所が変わっている人は代わりの申請書をお渡ししますので、『本
人確認できるもの（運転免許証や保険証など）』をお持ちのうえ、
本人か同じ世帯の人が、役場お客さま窓口までお越しください。
　また、役場にて顔写真の撮影などの申請補助も行っていますの
で、希望する人は、本人が役場お客さま窓口までお越しください。
　マイナンバーカードは初回は無料で作ることができますが、交
付までには1カ月ほどかかりますので、希望する人はお早めに申
請してください。

上限 5,000 円
相当のポイントを付与

マイナポイントの予約には
マイナンバーカードが必要です
マイナポイントの予約には
マイナンバーカードが必要です

マイナポイントの予約についてマイナポイントの予約について

マイナポイントの申込・付与は
令和3年9月30日まで（予定）

マイナポイントとは
　マイナンバーカードを取得している人のうち、『令和
3年3月末までにマイナンバーカードを申請した人』が
対象で、マイナポイントを予約し、キャッシュレス決済
サービスを1つ選択して買い物をすることで、ポイント
がもらえる仕組みです。
　令和3年9月30日までにキャッシュレスで2万円チャ
ージまたは買い物をすると、1人あたり最大5千円分の
ポイントがもらえます。
●問い合わせ／窓口サービス係（お客さま窓口）

●問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎ 0120－95－0178
音声ガイダンスに従って『5番』を選択してください
（平日）9時から20時まで
（土・日・祝日）9時30分から17時30分まで
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45
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35



■先月号のクイズの答え　　
　①＝ア（5日）　②＝イ（42回）
　③＝ウ（15人）

52

78
農林業センサス功労
■永年にわたり、農林業セン
サス業務に従事し、農林水産
統計調査への理解を深め、農
林行政施策の基礎資料整備に
寄与した。①東日本大震災から何年が経ちましたか（ヒント

は2㌻）
ア＝5年　イ＝8年　ウ＝10年

②『3R』とは、リデュース、リユースともう一つ
は何か（ヒントは20～21㌻）
ア＝リサイタル　イ＝リフォーム　ウ＝リサイク
ル

③湖南地区エゾシカ猟銃駆除の実施期間はいつか
らか（ヒントは26㌻）
ア＝3月1日　イ＝3月3日　ウ＝3月5日



軽自動車を廃車や譲渡したときは手続きを

各種障害者手帳をお持ちの皆さまへ

水道の届け出は早めにお願いします

●問い合わせ／選挙管理委員会☎52-3131（内線213）

●問い合わせ／子育て・障がい福祉係
　　　　　　　☎53-3333

●問い合わせ／課税係

●問い合わせ／業務係

●問い合わせ／窓口サービス係
　　　　　　　湖南地区出張所☎52-2175

引っ越しシーズン到来！ 各種手続きは                                                                            お済みですか？進学や就職などで引っ越しされる人へ【選挙制度】

引っ越しの際は住所の異動手続きを忘れずに　
　就職・転勤・入学などによる引っ越しで、住所を異動する人は、異動の届け出が必要です。
　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿
への登録などにつながる大切な届け出ですので、忘れずに手続きをしましょう。
　届け出の際は、『マイナンバーカード』『住民基本台帳カード』の住所変更手続きも必要です。

　
　水道を使用するときや中止するときは、届け出が必要です。引っ越しが決まりましたら、早めに
届け出をしましょう。
●使用中止するときは、必ず中止する日の前日までに届け出をしてください。中止の届け出が遅れ
　ると、その期間についても料金をお支払いいただくことになります。
●水道を開栓するのは、平日の午前9時から午後5時までですので、転入・転居で水道を新たに使
　用する人は、早めに届け出をしてください。郵送での提出もできます。

　
　各種障害者手帳に書かれている住所・氏名等が変わった場合には、手帳の変更届を提出する必要
があります。お心あたりのある人は、問い合わせください。

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者（場合によっては使用者）に課税されます。
　そのため、廃車や譲渡などをした場合に異動手続きをしなければ、軽自動車を所有していないの
に課税されることになりますので、必ず異動手続きをしましょう。また、転入や転出の場合も必ず
異動手続きをしましょう。
●届出場所
①125ｃｃ以下の原動機付自転車、小型特殊自動車（農耕作業用を含む）＝課税係
②125ｃｃを超え250ｃｃ以下の二輪車、三輪車、軽四輪自動車（貨物・乗用）＝
　釧路軽自動車検査協会☎050-3816-1767
③250ｃｃを超える二輪車（二輪の小型自動車）＝釧路運輸支局☎050-5540-2005

転入

7月2日
4カ月経過

6月2日
登録要件を満たす

6月1日
定時登録日

3月2日
釧路市に転入届提出

9月1日
定時登録日
釧路市の選挙人名簿へ登録

7月3日
厚岸町の選挙人名簿から
抹消

3月2日
厚岸町に転出届提出

転出

転入・転出に伴う
選挙人名簿登録・
抹消の流れ

4カ月経過

3カ月経過

例：3月2日～4月30日　厚岸町から転出　　　　→　7月3日～9月1日に抹消
　　3月2日～4月30日　釧路市へ転入届を提出　→　9月定時登録で登録
※下図は、3月2日に転出届を提出し、同日に転入届を提出した場合

　3月、4月は進学や就職、転勤などで引っ越しが多い季節です。町外に転出する場合は、選挙での投票
にも影響がありますので、忘れずに転出届などの手続きを行ってください。

●選挙人名簿への登録など／選挙で投票するには、満18歳以上の日本国民で、かつ、市区町村の選挙人名
　簿に登録されていなければなりません。また、選挙人名簿への登録は、年4回行う『定時登録』と選挙の
　たびに行う『選挙時登録』があります。
①定時登録／毎年3月、6月、9月、12月の登録月の原則1日に行います。
②選挙時登録／選挙の都度、基準日や登録日を定めて行います。このほか、町では、新たに18歳になり選
　挙人名簿に登録される人に対し、登録通知を送付しています。選挙の際には、住民基本台帳に記録され
　ている住所に投票所入場券を送付しますので、住所が変わった場合は必ず住民票を移しましょう。
●転入／転入については、転入する市区町村に、転入届を提出した日から引き続き3カ月以上、その市区
　町村の住民基本台帳に記録されていることが、選挙人名簿への登録要件となります。
●転出／転出については、転出する市区町村に転出届を提出し、4カ月を経過した時に選挙人名簿から抹
　消されます。なお、新しい住所地では、転入届を提出して3カ月経過後の定時登録または選挙時登録時
　に選挙人名簿に登録されるため、1カ月間はそれぞれの選挙人名簿に登録される『二重登録期間』が生じ
　る場合があります。この期間に、選挙が執行される場合は、新しい住所地で投票することができ、厚岸
　町では投票できません。
●転居／町内転居については、選挙管理委員会で、定時登録日、公示日または告示日の前に登録の移し替
　えの期間を設定し、その期間までに転居届を提出された人は、新しい住所地の選挙人名簿に登録されま
　す。なお、設定した期間よりも後に転居届を提出された人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていま
　すので、選挙の際は、投票所入場券の投票所欄を確認しましょう。
●投票について／
▷国政選挙（衆議院議員選挙および参議院議員選挙）／転出先が国内である限り、新しい住所地の市区町村
　の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票することができます。
▷北海道知事選挙および北海道議会議員選挙／転出先が道内の場合は、新しい住所地の選挙人名簿に登録
　されるまでの間、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票することができます。投票の際は、引き続
　き道内で住所を有していることの確認などが必要です。なお、道外に転出した場合は、投票できません。
▷市区町村選挙（首⾧選挙および議会議員選挙）／同一の市区町村内で転居した場合は、引き続き選挙人名
　簿に登録されている人が投票できます。なお、転出した場合は、投票できません。



エゾシカ駆除実施区域位置図

④奔渡6丁目・7丁目
　子野日公園付近
　（道道西側西村宅裏
　山側斜面付近と道道
　東側道有林内）

①奔渡5丁目
　（御供山南側斜面付近）

②愛冠
　（森林センター周辺山側斜面付近）

⑤筑紫恋キャンプ場
　付近
　（筑紫恋キャンプ
　場の愛冠山側斜
　面付近）

⑥筑紫恋
　（種苗センター周辺山側斜面付近）

③有明2丁目から筑紫恋道路
　東側
　（厚岸霊園と筑紫恋キャンプ
　場手前の山側斜面付近）

　　　　　　　　　毎年、エゾシカ猟銃駆除を行っていますが、未だに各家庭の自家菜園の
　　　　　　　　作物や花、庭木の食害などのほか、市街地での車両との接触なども予想さ
　　　　　　　　れ危険であることから、対応を望む意見が引き続き寄せられています。
　　　　　　　　　このため、湖南地区において地元猟友会の協力により、猟銃によるエゾ
　　　　　　　　シカ駆除を行います。この駆除は、湖南地区市街地の住民からの駆除要請
　　　　　　　　を受け、平成20年度から関係機関の協力のもと継続して行っています。
　　　　　　　　　実施にあたり銃の発砲音などがしますが、安全を確保した上で行います
　　　　　　　　ので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■駆除実施期間
　3月3日(水)～21日(日)
　10時から日没まで
※エゾシカの出没状況により、
　その都度行います

■駆除実施区域
①奔渡5丁目
②愛冠
③有明2丁目から筑紫恋道路東側
④奔渡6丁目・7丁目子野日公園
　付近
⑤筑紫恋キャンプ場付近
⑥筑紫恋

■留意事項
・ハンターベスト（オレンジ色）
　と厚岸町の腕章（黄色）を身に
　付けたハンターが行います
・発砲は山側斜面に向けて行い
　ます。付近には近づかないで
　ください

■問い合わせ
　環境林務課林政係



成人の日

（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
　

●遊びのひろば『手
　形とり』
　10時30分～
●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
●プラネタリウム夜
　間投影
　（詳細は15㌻）

●東日本大震災パネ
　ル展
　（→13日まで）
　（詳細は5ページ）

●夜間予防接種
　17時30分～19時
　30分　町立病院

●土曜おはなし会
　10時30分～10時
　45分
　情報館

●整形外科診療休診
●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～Ｒ2.8月生
　　まれ
　　10時～Ｒ2.11月
　　生まれ　保セ
●プラネタリウム夜
　間投影
　（詳細は15㌻）

●子ども映画会
　13時30分～14時
　20分　情報館
●学芸員の歴史教室
　（詳細は15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～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
　18時30分～20時
　10分　情報館

●子ども映画会
　13時30分～14時
　45分　情報館

●乳がん子宮がん検
　診
　12時30分～
　釧路がん検診セン
　ター

●キッチン用品工作
　月間
　（→31日まで）
　（詳細は25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

●助産院マタニティ・
　アイの出前講座
　（詳細は19㌻）

（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。
                           

・24日（土）特定健康診査・がん検診
　　　　　　7時～9時　福セ
・25日（日）特定健康診査・がん検診
　　　　　　7時～9時　福セ
・30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

・16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（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

・ 2 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
・ 9 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

●障がい者専門相談
　10時～17時　
　保セ

●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

●来月号の配布日は3月31日（水）を予定しています。

春分の日

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

　「誰の心に淀みはある。でも、それが人って
もんでね」江戸、千駄木町の一角は心町（うら
まち）と呼ばれ、その片隅、小さなどぶ川沿
いに建ち並ぶ古い⾧屋。住人達は人生という
川のどん詰まりでもがいていた…懸命に生を
紡ぐ人々の切なる願いが胸に沁みる感動の時
代小説。第164回直木賞作品。

司書のおすすめ



…………………………………………………

♯あっけしの
　　　　暮らし 
♯あっけしの
　　　　暮らし 
♯あっけしの
　　　　暮らし 

akkeshi_no_kurashi

先日、お供山の避難階段に登った時に
オオワシが真上を飛んできました。水
鳥観察館に問い合わせたところ、この
オオワシは大人になるちょっと手前の
『亜成鳥』とのこと。翼の前側の白い部
分に少し黒い部分が残っているのが、
子どもの名残だそう。この時期、比較
的見ることができるオオワシ。山沿い
を通った時に空を見上げると、オオワ
シに出会えるかも。
♯オオワシ亜成鳥
♯お供山避難階段
2021年2月8日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan
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