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行こう、

今回は、鹿の子沢風景林の魅力と楽しみ方を紹介します。

鹿の子沢に行ってきた人

平
ひら

野
の

友
とも

幹
き

さん　　　　　

網走中部森林管理署置戸
森林事務所に勤務。春か
ら月1回、鹿の子沢季節便
りを発行、町内に配布。

みどりちゃん　　　　　

オケクラフトが大好き。
鹿の子沢は初めて散策。

もくちゃん　　　　　

木工と手道具に熟知。
鹿の子沢は初めて散策。

広報さん　　　　　

撮影担当。忍び岩の中
からの撮影が好き。

持ち物など
長袖、長ズボン、帽子、手袋、滑りにくい運動靴（あれば登山靴）、
飲料水、携帯食、虫よけスプレー、クマ避けの鈴など
※国有林に入林する際の注意事項は、５ページに記載しています。

　おけとの景勝地「鹿
の子沢」。誰が名付けた名前な
のか、ご存知ですか？さかのぼ
ること昭和25年頃、当時、流行
作詞家として活躍していた時

し ぐ れ

雨
音
おと

羽
は

さんと町内で木材業を営ん
でいた菊地久三さんが知人だっ
たことが縁となり、時雨さんに
文化講演会を依頼。時雨さんが
来町時、町長や公民館長とのお
酒の席でおけとの歌を作ること
を思い立ち、翌日には営林署長
が鹿の子沢を案内しました。
　それまで沢や滝、岩にも名前

がなかった鹿の子沢でしたが、
後日、東京に帰った時雨さんか
ら、「鹿の子川」という詩が寄
せられました。その詩の中に
虹の滝や三本桂、忍び岩、雲突
岩、糸引き滝などの名前が付け
られていたそうです。このこと
がきっかけで「鹿の子沢」と呼
ばれるようになりました。
　また、おけとの歌は『置戸音
頭』と『置戸小唄』の２曲とな
り、今日まで町民に親しまれて
います。

　鹿の子沢風景林は、置戸町の
常元、常呂川の上流である仁居
常呂川流域に広がる山稜地帯に
あります。平均標高450ｍ、面
積は約291ha。置戸市街地から
車で30分の距離です。沢があり
自然豊かな環境の中、さまざま
な植物が植生しています。
　過去に調査された植物分布資
料によると、鹿の子沢には約
200種類の植物の生育が確認さ
れています。

鹿の子沢の場所は？ ねえ、知ってる？鹿の子沢の名の由来

　雲突岩　カメラのフレーム
におさまらない大きさです。

　虹の滝
虹が見られる時間は、季節に
よって若干変わります。滝の
撮影は三脚があると

糸ひき滝　 水の流れが
とても爽や  か  。

6雲突岩

3 忍び岩

4 こうもり岩

5 飛竜の滝

三本桂ビューコース

展望台まで500m

あずまや

駐車場

おけとの森へ

忍び岩
中に入ると…何かがある！
怖がらずに入ってみよう。

広報おけと2 ２０２０.７



カラマツソウ

倒木は森を育てるゆりかご

アート作品のような倒木

フォトグラファー田口真樹子さん×鹿の子沢
　入口で迎えてくれる虹の滝は、この
先に続く道への期待を高めてくれます。
更に奥へと進むには決して平坦であり
ませんが、安全に進んで帰りに必ず
また虹の滝を拝もうと山や野生植物・
動物への畏怖の念で気持ちを引き締め
てくれます。小川が流れ、鳥や虫の声、

風で木々が擦れる音に所々で足を止めると、足元に植物
や秋には落ち葉が色とりどりに敷かれ、写真に撮ってお
きたくなるモチーフが沢山です。
　こんな近場に、少しの時間で回ってこられるので、五
感をフルに使って写真を撮りながら…スケッチしながら
…誰かとの会話を楽しみながらなど、普段忙しく過ごす
人にとっても心休められる、充電できる場所だと思います。

自然災害や寿命で倒れた木を礎
にして、新たな木が育つことを倒木更
新といいます。ササなどの被陰による
影響を受けにくく、植物が育ちやすい
環境です。

四季によって見られる植物が異
なることも鹿の子沢の魅力。

クマが歩いた跡を
発見！

　  少し険しい道に。足もと
に気を付けてください。

糸ひき滝　 水の流れが
とても爽や  か  。

三本桂
森の巨人たち百選に選ばれました。
天高く立つ姿は想像を越える大きさです。

森の中では、小川のせせらぎ
や鳥の声。心地よいおけとの
音を感じます。

昨年度、おけとの風
景を撮影。町のポス
ターや広報紙などで
活躍中です！

6雲突岩 8屏風岩
10展望台

9 不動岩
7 糸ひき滝

3 忍び岩

1 虹の滝

2三本桂

展望台まで500m

展望台まで380m

入口

駐車場

おけと
勝山温泉
ゆうゆ

トイレ

道々211

案内
看板

最高のパノラマ
です！

沢のフキは
おいしいな

帰りに
寄ってね

YouTube×鹿の子沢
　置戸町の公式YouTubeチャンネ
ル「置戸町オフィシャルoketo」
で鹿の子沢が動画で見られます。
網走中部森林管理署
のご協力で、ドローン
撮影も行いました。
ぜひご覧ください。

広報おけと 3２０２０.７



鹿の子沢風景林の魅力と楽しみを、網走中部
森林管理署置戸森林事務所の平野友

とも

幹
き

さんに
伺いました。

　鹿の子沢は、置戸市街地から車で約15分と近
いところにあり、遊歩道は歩いていてとても気持
ちが良いところです。また、沢があることから地
形的にも面白いところです。
　植物は種を落として成長しますが、種は自分の
落ちるところを決められません。落ちたところで
成長するしかありません。そのため、環境がとて
も大事なんです。沢というのは、水が豊富なとこ
ろもあれば、少ないところもあり、また日当たり
も場所によってちょっとずつ異なります。このよ
うな少しずつ異なる環境で、そこに合わせて生育
するいろいろな植物を観察できるのが鹿の子沢の
魅力です。また、何度行ってもいろんな発見があ
るというのが、面白いところです。例えば、オ
ヒョウという植物は、（葉を触ると）毛でふさふ
さしています。図鑑にも書いてありますが、手で
触ってみて実感するというのが、やっぱり記憶に
も残りますし、「楽しい」と思うところです。

　花は一般の方にとって「きれいなもの、華やか
なもの」というイメージがあるかと思います。
けれども、植物自体にとっての花は人を楽しませ
るものではなく、種を作って子孫を残すものです
ので、私たちが抱く花のイメージとは、かけ離れ
ている花もあります。花はきれいなものという固
定観念をもった状態で見ると「きれいじゃない」
と思うものもあります。そんな時に、植物の視点
に立って「どうしてこんな花をつけるのか」など
とよく考えています。
　人間関係でも同じで、一人称で見たものだけで
はなく相手の立場に立って考える、価値観にも通
じるようなものを学べる場所でもあります。

森林から学べる大切なこと

　学生の頃の話ですが、本州でシカの甚大な被害
を受けた森林を見た経験があります。過去には
とても自然の豊かな場所だと言われていたのです
が、現在はシカの食害により植物の緑が全く無
い、まっ茶色の地面がむき出しになっていました。
「10年前は一面にフキの葉が生い茂り、地面は
全く見えなかった」と過去を知る人は言うのです
が、その光景を全く想像できないほどまっ茶色の
地面を目の前にして、シカ被害の恐ろしさを実感
しました。鹿の子沢はカエデなどの稚樹があるこ
とから今のところは大丈夫ですが、シカの通り道
が随所に見られるため、10年後にはどうなって
いるかわかりません。シカによる農林業被害、車
との衝突事故も絶えないことから、シカの対策も
進めているところです。

　鹿の子沢という一つの自然を切り取って見ても、
多種多様な植物が隣り合って生育しています。し
かしながら、植物によって水が多いところ、また
は乾いたところが好きなど生育に適した環境は少
しずつ異なります。このことから学べることは、
植物はそれぞれが自分の輝ける場所を持っており
「そこで大きく生長している」ということです。
　子どもたちにとって、これから勉強など時には
好きでないこともたくさんしていかないといけな
いとは思いますが、植物たちと同じように「ここ
だったら自分は輝けるんだ」という場所を見つけ
て大きくなってほしいです。自分が思いっきり活
躍できる場所を見つけてほしい。そのためには、
自分が打ち込めることを見つけて、それを追求し
てほしい。それが、自分の輝ける場所を見つける
唯一の手段だと思います。

子どもたちに伝えたいメッセージ

鹿の子沢の魅力とは？ シカ問題について

「森林は、

  発見と学びの場」

広報おけと4 ２０２０.７



 

・ 動植物の保護にご協力ください。
ペットの連れ込みはマナーを守
りましょう。

・ 樹木を傷つけたり、林産物を持
ち帰ったりはしないでください。

・ 立ち入り制限の表示がある区域
には近寄らないでください。

・ 休息などで立ち止まる場合には、
落石などの危険がないか、安全
を確認してください。

・ 登山は自己責任が原則です。天
候や登山情報などを確認し、十
分な装備の上、登山計画は家族
に伝えてください。

・ 悪天候時は危険ですので、入林
しないでください。

・ ゴミは、お持ち帰りください。
・ タバコなどの火の始末にご協力

ください。たき火、キャンプ
ファイヤーはしないでください。

・ 写真撮影は周囲の状況と安全を
確認し、ほかの利用者の迷惑にな
らないように注意してください。

・ 小型無人航空機（ドローン）を
飛行させる場合は、事前に森林
管理署に連絡をしてください。

・ 冬 期 間 （ 1 1 月 ～ 翌 年 ５ 月 ）
は、林道・駐車場の除雪をして
おりません。立ち入り禁止措置
は行っていませんが、登山され
る場合は、冬山登山の装備の上、
夏と同様に登山計画の提出など
を守ってください。

平野さんから鹿の子沢の植物たちを 紹介します
ちょっぴり

１、カツラ
　カツラの葉は、甘い匂いが
するといわれています。下か
ら光を透かして見る葉がとて
も美しいです。

２、ネコノメソウ
　数ミリの花を咲かせる、と
ても小さい植物です。鹿の子
沢のあちらこちらで見かけま
す。足もとに注意して探して
ください。

３、クロクモソウ
　沢沿いを好む植物で、この
植物を見ると、良い沢だと思
い嬉しくなります。葉っぱが
かわいい形をしており、７～
８月に赤い花を咲かせます。

５、オダマキ
　花の構造が面白く、蜜は花
の奥の細い管の先にあります。
その蜜を飲むことのできる長
い口吻を持った特定の昆虫が
訪れます。

４、マルバチャルメルソウ
　６月頃にとても小さな花を
咲かせます。よく見ると花か
ら糸のようなものがでていて、
見れば見るほど味わい深い植
物です。

　美しい自然豊かな鹿の子沢は、私たちの貴重な財産です。
森林散策をしたり、写真を撮ってみたりと、命輝く自然の中
では、誰もがリフレッシュすることができるはず。皆さんも
一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

行こう、おけとの森へ

入林する皆さんへお願い

■お問い合わせ
林野庁北海道森林管理局　網走中部
森林管理署（☎0157-52-3011）
おけと湖・鹿の子沢レクリェーショ
ンの森管理運営協議会（置戸町役場
産業振興課）（☎0157-52-3313）

広報おけと 5２０２０.７



　網走中部森林管理署は置戸町、北見市、佐呂間
町の１市２町にまたがる約11万haの国有林を管
理しています。そのうち置戸町の国有林は約3.2
万haとなっています。当署では、国有林を守り
育て、次世代へ引き継ぐために、社会全体に有益
となり国民生活の安全と安心を重視した公益的機
能の維持増進を目的として施策を行っています。

■森林の各区分と管理方法
　当署では、国有林を４つの機能に区分して管理
整備しています。
① 必要に応じて治山施設などを整備し、山崩れや

土砂の流出を抑える山地災害防止タイプ。
② 適切な保育間伐を行い、飲料水などの水資源の

機能を重点的に発揮させる水源涵養タイプ。
③ 景勝地を含み、皆さんに森林浴などに活用して

もらうための森林空間利用タイプ。鹿の子沢は
観光資源として潜在的魅力が認識されるレクリ
エーションの森「日本美しの森おすすめ国有
林」に選定されています。

④ 原生的な森林生態系や稀少な生物の生育・生息
に適した森林を保護林に指定して、多様な生物
の保護や保全するための自然維持タイプ。

■木材の安定供給
　保育間伐等の森林整備の過程で伐採された木材
は、公募に応じた製材工場等と協定を締結して国
産材の利用拡大を図る「安定供給システム販売」
等により販売し、市場への木材の安定供給に努め
ています。さらに、再生可能な資源である木材を
循環的に利用す
るため、植林に
より未来へつな
ぐ森林づくりも
行っています。

■民有林と連携した森林整備
　森林計画区（流域）を単位に民有林と連携した
森林整備等にも務めています。地域における適切
な森林整備や林業・木材産業の活性化を図るため
には、森林計画区（流域）を単位として民有林と

国有林が協調しながら計画を立て、事業を進める
ことが重要です。このため、民有林行政を担当す
るオホーツク総合振興局や関係市町と連携して流
域の課題やニーズの的確な把握などに努めています。

■国民参加の森林づくり
　皆さんに森林に親しんでいただきたいという思
いから、森林や自然について学ぶ森林教室などの
開催も行っています。内容や時期、場所について
は、お気軽にご相談ください。

　網走中部森林管理署は、これからも適切な森林
管理を行っていくとともに、森林と人とのふれあ
いの場を提供します。また、国有林野事業での経
験を活かした市町村への技術支援等を通じて、地
域の皆さんの生活を支える取り組みを進めます。

■森林や林業のことをイラスト・漫画で学ぼう
　北海道森林管理局職員の平田美紗子さんが執筆。
同ホームページからご覧いただけます。
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/

（協力・林野庁北海道森林管理局、作成・

平田美紗子等）

■お問い合わせ
林野庁北海道森林管理局　網走中部森林管理署
置戸森林事務所（☎0157-52-3459）

フルカラーイラストの
解説や林業漫画を掲載

林業機械による
立木の伐採

－生き物にとって大切な森林を守り、次世代へ引き継ぐ仕事－

　  みなさんこんにちは、網走中部森林管理署です国民の森林・国有林
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　私は、去る５月24日に行われました町長選挙に
おきまして、町民の皆さんの温かいご支援をいた
だき、当選の栄に浴させていただきました。６月
10日に就任し、町政をお預かりすることになりま
したが、誠に光栄であると同時に、その責任の重
大さを痛感している次第であります。
　本年は、昭和25年に町制が施行されてから70
年という記念すべき年を迎えておりますが、今
日の置戸町を築いてこられた多くの先人のご労苦
に感謝しながら、町民の皆さんとともに幸せを実
感できるまちづくりに全力を傾注する所存でござ
います。
　本町の懸案事項につきましては、６月９日に事
務引継を行いましたので、これから緊急性の高い
ものから順次着手していくことになりますが、地

方自治体を取り巻く環境は依然として厳しく、限
られた財源の中での町政運営となります。町職員
が一丸となって、課題解決にスピード感を持って
取り組んでまいります。
　４月から、令和の新時代、新しい「おけと」を
創るための指針となる「第６次置戸町総合計画」
がスタートし、同時に「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」と連携した新たなまちづくりが展開さ
れます。
　私は、その実現のために、選挙を通じて町民の
皆さんに「まちづくりは人づくり」を基本理念と
して５つの目標を掲げさせていただきました。
　私は、この目標に基づき、新しいふるさと置戸
を築いてまいりたいと考えております。

・�置戸赤十字病院や歯科診療所などの医療機関に
対する支援を行い、地域福祉センターとの連携
強化によって、子どもから高齢者まで安心して
暮らせる地域医療の充実を図ります。

・�心身に障がいをお持ちの方でも、将来安心して
暮らしていけるように雇用の充実と所得向上を
図ります。

・�認定こども園こどもセンターどんぐりの更なる
機能の充実と、保護者の負担軽減を図ります。

・�放課後児童クラブは、子どもの居場所づくりの
拠点となる児童館を建設するように検討を進め
ます。

・�高齢者施設や児童福祉施設において、人材不足
を解消するため、保育士等も含めた人材確保に
向けた「ふるさと就職奨学金」創設について、
検討を進めます。

・�北見バスについて、路線維持に向けた対策を進
めます。

・�地域巡回バスやスクールバスの利便性の向上を
図ります。

・�インターネット等の情報通信技術に対応するた
め、光通信網の未整備地域への整備を進めます。

・�新築や改修に対する各種補助制度の見直しや拡
充、公営住宅等の改修、まちなか団地の造成を
図ります。

　６月に開催された令和２年第６回置戸町議会
定例会で、深川正美町長が町政執行方針を述べ
ました。今回はその内容をお知らせします。

町政執行方針
（要旨）

１、健康で幸せを感じられるまちづくり ２、住んでよかったと思えるまちづくり
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３、元気で活力あるまちづくり
　全国で人口減少、少子高齢化が進展する中、医
療や福祉、教育や公共交通など置戸町だけでは解
決できない多くの課題もあります。これらに対し
て、昨年10月に北見市を中心市として、本町のほ
か訓子府町・美幌町・津別町の１市４町で北見地
域定住自立圏を形成いたしましたが、圏域総体と
してさまざまな分野において相互に役割分担し、
連携協力して課題に取り組んでまいります。
　本年度の予算につきましては、町長改選期であ
るため、人件費などの義務的経費、継続的経費や
例年実施している各事業に関する経費などについ
て議決され、執行されているところでありますが、
限られた財源の中で、新しい政策の実現に向けた
新規事業については、内容について十分精査した
うえで今後着手してまいりたいと考えております。
　なお、世界中の人々の生活スタイルと経済活動
を一変させた新型コロナウイルス感染症について
は、本町においてもあらゆる方面において多大な
影響を及ぼしております。
　感染予防策に取り組むとともに、町民の皆さん
の生活支援や商工業者への収入減少支援策等につ
いて、国や道とも連携しながら早急に全力で取り
組んでまいります。

　以上、町政に臨む所信の一端を申し上げました。
町民と行政が一体となって、第６次置戸町総合計
画が目指す「笑顔と夢を未来につなぐまち」の実
現に向け、真摯に町政に取り組んでまいりますの
で、町議会議員をはじめ町民の皆さんの深いご理
解とご協力をお願い申し上げます。

　YouTube置戸町公式チャンネル「置戸町オ
フィシャルoketo」で、深川置戸町長初登庁時の
様子や町長のコメントなどを動画で視聴できます。
公式チャンネルでは、置戸町のできごとや景勝地
の風景などを公開していますので、ご覧ください。

・�スマート農業の推進や高性能機械導入など、夢
や魅力ある産業振興を図り、後継者や担い手の
確保につなげていきます。

・�商工業では、新規起業者への支援や新たな町内
購買促進策の検討を進め、産業の垣根を越えた
意見交換の場を設置して振興策を検討します。

・�地域おこし協力隊を積極的に導入して特産品開
発を進め、新たな雇用と交流をつくります。

・�おけとの良さを情報発信していくことで、移
住・定住を促進していきます。

・�おけと森林文化振興協会への支援を通じて、オ
ケクラフトの販売と流通の拡大を図るとともに、
産業化への施策を進めます。

・�未来の置戸町を担う子どもたちに、町の歴史や
文化に触れる「ふるさと教育」を推進し、広い
視野を持たせるようＩＣＴによる学習環境の整
備を進めます。

・�４地区の公民館は、それぞれの住民生活に密着
した特色ある生涯学習を行います。

・�図書館は、本の貸し出しや情報集積に留まらず、
積極的な情報発信や地域課題解決に応える機能
を充実させていきます。

・�道立高校唯一の福祉科設置校である置戸高校の
存続に向けた支援、取り組みを進めます。

・�森林や河川環境の保全に努め、この美しい景観
を後世にしっかりと残す取り組みを進めます。

・�全国で想像を絶する自然災害が相次ぎ発生して
いますが、決して他人事ではなく、速やかに対
応できる体制づくりが極めて重要であることか
ら、防災計画やハザードマップの見直し、防災
備蓄品の充実等、さらに地域や自治会単位での
自主防災組織の結成に向けた取り組みを通じて、
災害に強いまちづくりを進めます。

・�日頃から、あらゆる事態に備えて、消防車両や
備品の更新、消防団員の確保など消防力強化に
努めるとともに、職場や学校、地域における防
災学習や訓練を実施します。

４、子どもたちが大人になっても
自慢できるまちづくり

５、自然と調和するまちづくり

町政執行方針

こちらから動画を
ご覧になれます
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■まちづくり推進室

▽ �まちづくり推進室次長兼地域振興係長兼地域情

報係長　芳賀真由美（総務課総務係長）

■総務課

▽総務課長　鈴木伸哉（議会事務局長）

▽  総務係長　鈴木良知（まちづくり推進室地域振

興係長）

■産業振興課

▽  産業振興課長　五十嵐勝昭（社会教育課長兼図

書館長）

■施設整備課

▽  施設整備課長　小野寺孝弘（施設整備課長補佐

兼建設係長）

▽  建設係長　奥山徳文（施設整備課建設係主任）

■地域福祉センター

▽  地域福祉センター所長　石森実（学校教育課長）

▽  地域福祉センター次長兼包括支援係長　大西里香

（地域福祉センター包括支援係長）

■学校教育課

▽  学校教育課長　大戸基史（施設整備課長）

■社会教育課

▽  社会教育課長　須貝智晴（地域福祉センター所長）

▽  社会教育係長兼社会体育係長　和田潤（社会教

育課社会教育係長）

▽  社会教育係兼社会体育係　安藤光希（社会教育

課社会体育係）

▽  社会教育係兼社会体育係　杉本晴香（学校教育

課総務係兼学校教育係）

■図書館

▽  図書館長　須貝智晴（地域福祉センター所長）

■農業委員会

▽  事務局長兼農地係長　名和祐一（農業員会事務

局次長兼農地係長）

■議会事務局
▽  事務局長　今西美紀子（議会事務局庶務係長兼

議事係長）

▽  庶務係長兼議事係長　藤吉勇太（社会教育課社

会体育係長）

■選挙管理委員会

▽  事務局長　鈴木伸哉（議会事務局長）

人 事 異 動
７月１日付の置戸町職員の人事異動等をお知らせします。
（　）内は異動前です。課・係ごとに掲載します。

職員から花束を受け取る和田副町長

和田副町長退任、蓑島副町長へバトンタッチ
　６月16日に開催された第５回臨時議会は、退任する和田

薫副町長の後任に蓑島賢治産業振興課長を選任する人事案

に同意しました。副町長の任期は、６月19日から４年間と

なります。

　平成24年６月から２期８年間の任期を終えた和田副町長

は、６月18日夕方、職員から贈られた花束を抱え、集まっ

た地域の方と職員に見送られながら、庁舎を後にしました。

令和３年度（令和２年度実施）オホーツク管内町村職員採用資格試験のご案内

試験実施日：【大学卒】９月20日（日）【高校卒】10月18日（日）

公　示　日：【共　通】７月10日（金）

募 集 期 間：【大学卒】７月10日（金）～８月11日（火）

	 【高校卒】７月10日（金）～８月31日（月）　いずれとも消印有効

■試験申込書等の設置場所（※設置は公示日以降）管内町村役場ほか

■願書配布期間は募集期間と同期日になります

■大学卒と高校卒で試験日が異なりますので、ご注意ください

■お問い合わせ　オホーツク町村会（網走市北７条西３丁目オホーツク合同庁舎内　☎0152-44-6472）
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　次の要件を満たす場合は、令和２年２月１日か
ら翌年３月31日までの間に納期限がある国民健
康保険税が減免となる制度です。
▼対象世帯となる世帯
・保険税の全額減免対象　

新型コロナウイルス感染症の感染により、主た
る生計維持者（以下「世帯主」）が死亡または
重篤な傷病を負った世帯。

・保険税の一部を減免対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯
主の収入減少が見込まれる世帯で次の要件に全
て該当する世帯。

１．  世帯主の事業収入や給与収入などの収入の種
類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に
比べて10分の３以上減少する見込みである
こと。

２．  世帯主の前年の合計所得額が1,000万円以下
であること。

３．  世帯主の減少が見込まれる種類の所得以外の
前年の合計所得が400万円以下であること。

　新型コロナウイルス感染症に感染または感染が
疑われる方が療養のため仕事を休んだとき、傷病
手当金を支給します。
▼対象となる方　次の要件に全て該当する方
１．  国民健康保険または後期高齢者医療制度に加

入している方
２．  新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事

ができなくなり、給与等の支払いをうけられ
なくなった方

３．４日以上休んでいること
▼適用期間　本年１月１日から９月30日まで
■お問い合わせ
町民生活課医療給付係（☎52-3315）

　現在、特別定額給付金の申請を受け付けていま
す。申請がお済でない方は、お早めに手続きをお
願いします。
■お問い合わせ　
まちづくり推進室地域振興係（☎52-3312）

　新型コロナウイルスの影響により、事業収入等
に係る収入に相当の減少があった方は、次の要件
に全て該当する場合に１年間、地方税の徴収の猶
予（納期限の延長）を受けることができます。
▼対象となる方
１．  新型コロナウイルスの影響により、令和２年

２月以降の任意の期間（1か月以上）におい
て、事業等に係る収入が前年同時期に比べて
おおむね20％以上減少していること。

２．  一時的に納付し、または納入を行うことが困
難であること。

▼対象となる地方税
　令和２年２月１日から翌年１月31日までに納
期限が到来する地方税（町道民税、法人町民税、
固定資産税、国民健康保険税など）が対象です。
　国保税の減免、徴収猶予の特例制度を詳しく知
りたい方や申請される方は、町民生活課税務係へ
ご相談ください。また、制度の内容や申請書の様
式は、町ホームページにも掲載しています。
■お問い合わせ　町民生活課税務係（☎52-3315）

国民健康保険税の減免

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷 病 手 当 金

地方税の徴収猶予の特例制度　

町民の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症に関する生活支援などのお知らせ

新型コロナウイルス感染症によって影響を受けている皆さんの暮らしを支援する制度を
お知らせします。詳しい内容は、担当課にお問い合わせください。

お ひ と り に つ き 1 0 万 円

特 別 定 額 給 付 金 の
申請は８月24日まで

有効期限  ７月31日まで
置戸町コロナに負けるな生活応援事業
「商品券」はお早めに使用しましょう
■お問い合わせ
　産業振興課商工観光係（☎52-3313）
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オケクラフトを応援！地元産材活用支援事業を行います
新型コロナウイルス感染症によって影響を受けている地域ブランド「オケクラフト」を

支援するとともに、オケクラフトの認知度向上を図る事業です。

地元を応援！地域ポイントカード事業をはじめます
現在の「銀河スタンプ」に替わるものとして、新たにポイントカードを付与し、

取り扱い加盟店と売上の増加などの地域経済活性化を図る事業です。

　国の交付金を活用して、町が購入したオケクラフトをおけと勝山温泉ゆぅゆなど地域の関
係機関に配布します。配布されたオケクラフトを利用した方が、オケクラフトの良さを再認
識することができます。オケクラフトの販売事業支援と認知度向上を図ることが目的です。

　現在、置戸町銀河スタンプ会で行っている「銀河スタンプ」に替わるものとして、新た
にポイントカードを付与します。発行の際は全町民に対し、3,000円分を付与したカードの
配布をします。このポイントカードは、加盟店でお買い物をするとポイントが貯まる仕組み
で、貯まったポイントは加盟店でのお買い物に利用することができます。事業費は、ポイン
ト奨励金やシステム導入費など19,594千円。
　事業の開始は年内を目途に、関係機関が協議を進めています。さらに今後は、町のイベン
トや事業などに参加された方に対して、お買い物時のポイントと同様に利用できる行政ポイ
ントを付与するなどの機能拡張も検討しています。
■お問い合わせ　産業振興課商工観光係（☎52-3313）

オケクラフト配布先 品　名 個　数

町給食センター 皿、椀ほか 735個

認定こども園こどもセンターどんぐり 皿、椀、ボウル、お玉、スプーンほか 685個

NPO法人くらしサポートたちつてと 皿、椀、フォークほか 100個

おけと勝山温泉ゆぅゆ 皿、椀、湯呑、茶托ほか 250個

合　計 1,770個

■お問い合わせ　産業振興課商工観光係（☎52-3313）

　プラスチックは非常に便利な素材としてあら
ゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一
方で、廃棄物・資源制約などの課題もあります。
このような状況を踏まえ、７月１日より、全国
の小売店でプラスチック製買物袋（レジ袋）が
有料となりました。これは、普段何気なくも
らっているレジ袋を有料化することで、それが

本当に必要かを考えていただき、私たちのライ
フスタイルを見直すきっかけとすることを目的
としています。レジ袋有料化をきっかけに自身
のライフスタイルを見つめ直し、プラスチック
を賢く使う工夫をしてみましょう。

■レジ袋有料化に関するお問い合せ

レジ袋有料化
2020年７月１日スタート

レジ袋削減にご協力下さい
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レバンガ北海道、子どもたちにバスケを指導 青木千惠子さん、釧路地方法務局長感謝状贈呈

　６月28日にファミリースポーツセンターで、レ
バンガ北海道の桜井良太選手と多嶋朝飛選手、見
崎太朗アカデミーコーチらを招き、バスケットボ
ールクリニックを開きました。この日は、置戸ミ
ニバスケットボール少年団42人が参加し、団員の
保護者が２階観覧席から見守る中、現役選手らが
基礎練習など指導しました。練習後は両選手のサ
イン会を行い、交流を深めました。

　人権擁護委員として国民の人権擁護と人権思想
の普及高揚に尽くされたとして、７月１日、役場
庁舎にて、池端英孝釧路地方法務局北見支局長か
ら青木千惠子さんに釧路地方法務局長感謝状が手
渡されました。青木さんは４期12年間の活動を振
り返り「地域の方のおかげで続けられました」と
感謝しています。後任には堺敦子さんが推薦され、
同日、同支局長から委嘱状が伝達されました。

TOPICS
TOPICS

6.28 7.1
Oketo Oketo

北光パーキング花植え 置戸小学校低学年遠足（勝山地区）

置戸青年連絡団体協議会常呂川ラフティング体験

おわび：広報おけと６月号10ページの６/３牛乳贈呈券寄贈で、「西川孝範組合長」とあるのは「大坪広則代表理
事専務」の誤りでした。お詫びして訂正します。

置戸ニュースをYouTube で公開しています

６/13に開催されたふるさと少年クラブところ川
ラフティング体験の動画はこちらから見られます
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人
の
動
き

■	今月号の表・裏表紙：風光明媚な鹿の子沢。百聞は一見に如かず。皆さんに訪れてほしい場所です。行くたび
に新しい発見が待っていることでしょう。（風景写真：2019年６月、田口真樹子撮影）

●世帯数　　1,416世帯（＋3世帯）

●人　口　　2,799人（＋4人）

●男1,299人（＋3人）女1,500人（＋1人）

令和２年６月30日現在（�）内は５月末比

編
集
後
記

☆地元の飲食店などを励まそうと、各店へ寄付
した町の方の行動に頭が下がる思いです。☆鹿
の子沢特集では、ご協力いただきました森林管
理署さまに感謝申し上げます。紙面では伝えき
れない部分は、ぜひ映像でご覧ください。    祐○

喜
び
と
悲
し
み
（
敬
称
略
）

■ご出生おめでとうございます
○佐藤　典幸

　　　　麻里奈　女児　陽茉梨（ひまり）	若松 5/26

■ご結婚おめでとうございます
○片平　爽太・桜井　文香　	 本町	 6/20

■お悔やみ申し上げます

○山田　幸子　	 89歳	 常楽園	 6/10

○宮﨑　ふみ子	 101歳	 拓殖	 6/18

○野里　ミヨ	 98歳	 心和	 6/20

避難時も
感染症予防の徹底を

　これから大雨や台風のシーズンとなります

が、避難が必要な場合には、感染症予防のた

め、以下の点に注意をしましょう。

〇避難するときは体温計などを持参
　非常時持ち出し品にマスクやアルコール消毒液、

体温計を追加しましょう。ハンカチやタオル、

ウエットティッシュもあると、代用品として使
用できます。　

〇検温で体調をチェック！
　 検温をし、発熱やせきなど体調に異

変がある場合は、必ず避難所の町職
員へ申し出てください。

〇手洗いと咳エチケットの励行を
　避難所では「自分がかからない」
「他人にうつさない」ように、手洗
いと咳エチケットを励行しましょう。
できる限りのこまめな手洗いや消毒
を心掛けてください。

避難情報について
避難が必要な場合に発令(発表)される避難情報は次のとおりです。

警戒レベル 避難用語 メッセージ

５ 災害発生情報
既に災害が発生
命を守ってください

４ 避難指示(緊急)�または�避難勧告 速やかに避難してください

３ 避難準備・高齢者等避難開始
避難に時間のかかる方は避難をして
ください

２ 洪水注意報・大雨注意報 ※気象庁が発表

１ 早期注意情報 ※気象庁が発表

※ 町から発令される避難の呼びかけは、警戒レベル３避難準備・高齢者等避難開始と警戒レベル

４避難指示（緊急）または避難勧告のいずれかになります。

■お問い合わせ　総務課防災係（☎52-3311）
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