話

トピックス

題
いろいろ

ありがとうございます
3/15
釧路地方法人会標茶支部（越㟢俊夫支部長）が、合宿誘致に役立て
て欲しいと、温水洗浄便座の設置費用を寄付してくださいました。
いただいた寄付により、武道館に温水洗浄便座を設置しました。

おめでとうございます
3/9

3/1

北海道が
進 め る「 林
野火災予防
に関する作
品」のポス
ター・ 標語
審査において、
中茶安別小学校の舘石恋音さん（６年）
が優秀賞、眞野海成君（６年）
、佐藤乃依さん（５年）
、
佐藤心統さん（３年）が入選されました。優秀賞を
受賞した舘石さんは「受賞できてびっくり。自然が好
きなので、このポスターが林野火災予防に役立つとう
れしい」と話されました。

長年にわた
り、家畜衛
生の普及活
動に貢献さ
れた酪農企
画シベチャ
代表の久保田学さんが、北海道産業貢献賞を受賞さ
れ、その報告に役場を訪れました。久保田さんは「農
場HACCPの推進などにより、若い人たちが安心・
安全に農業をする道筋を作ることができた。これか
らは『攻めの防疫』を推進していきたい。牛が産ま
れてからずっと安心して暮らせるようにするのが夢」
と話されました。

3/7

町内在住のカメラ愛好者の方へ
町内で行われたイベントや明るい話題など、
何でも結構ですので、写真の投稿をお待ち
しております。
役場企画財政課地域振興係
「投稿写真コーナー」
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長年にわた
り、本 町の
発展に寄与
された千葉
健 さ ん（ 写
真中央）が、
標茶町名誉町民の称号を受賞され、その贈呈式が行
われました。千葉さんは「昭和42年の町議会議員の
初当選に始まり、平成３年からは町長を３期12年務
め、全力で町政運営に取り組んできた。今回の受賞
は30年以上の地方自治活動を支えていただいた皆さ
ん、そして協働のまちづくりを共に実践していただい
た町民のおかげ。輝く標茶町のために今後とも全身
全霊を尽くしたい」と話されました。

近くなりがち、さらに長
時間見続けることで目の
調整機能がうまく働かな
くなります。
・姿勢が悪くなる…画面に
集中することで前傾姿勢
になりがちで、腰や首に
負担がかかり疲れが取れ
にくくなります。
・よい睡眠がとれない…夜
のスマホはブルーライト
の影響で、睡眠リズムが
乱れることに。子どもの
睡眠は心身の成長に影響
が出ます。
２０１９年
に世界保健機
関（ＷＨＯ）は
メディアとの付
き合い方につい
て提言を出して
います。その提
言には、２歳までは、テレ
ビ・ビデオの視聴、コンピ
ューターゲームなどは推奨
されていません。２歳から
５歳までは、テレビなどの
使用時間は１時間以内とし、
より少ない方が望ましいと
■問い 合 わ せ／ふれあい交
流センター母子保健係（☎︎
４８５―１０００）

いわれています。
体への影響を考えるとス
マホを渡さないのが一番で
すが、スマホに助けられて
いることも多いので難しい
のが現状です。スマホのメ
リット・デメリットを理解
した上で、いつ、どれくら
い使うかなどのルールを決
めて上手に活用していきま
しょう。
また、子どもだけでなく
大人も節度を持って使いま
しょう。つい夢中になって、
子どもとのコミュニケーシ
ョンが少なくなると、無表
情だったり、やる気が出な
い子に育つ可能性もありま
す。さらに子どもの危険に
気付かずに事故につながっ
ては大変です。
スマホは便利な道具です
が、子どもも大人も程よい
距離感でお付き合いしてい
くことが大切です。

スマホは上手に使って
育児をしましょう


年齢を問わず多くの人が
持っているスマートフォン
（スマホ）
。コミュニケーシ
ョンの手段以外にも、分か
らないことがあればすぐに
調べたり、興味のある動画
を見たりと、私たちの生活
に欠かせないアイテムにな
っています。最近では子育
てにおいても、忙しいパパ
とママのサポーターとして
重要な役割を担っているの
ではないでしょうか。
「スマホ育児」という言葉
があるほどスマホが子育て
に浸透している理由は、家
事やお出掛けの際に子ども
が飽きずに待ってくれたり、
幼児用アプリでいつの間に
かひらがななどの知識を得
ていたり、多くの興味を引
き出してくれたりとメリッ
トが多いからです。ですが、
その一方でデメリットがあ
ることも知っておく必要が
あります。
デメリット
・視力が悪くなる…テレビ
に比べて画面との距離が

おいしいポイント 小麦粉をバターで炒めるとサラサラにな
り、
その後とろみが出てきます。牛乳はその時に加えましょう。

鶏手羽元�����������４本
塩・コショウ��������各少々
玉ネギ������������1/2個
ニンジン����������５㎝分
ジャガイモ����������２個
ブロッコリー（小）������1/2個
サラダ油���������大さじ1/2
Ａ 水����������� 200ml
みそ���������大さじ３
砂糖���������大さじ1/2
顆粒スープのもと
（洋風）
�大さじ1/2
バター������������20ｇ
小麦粉����������大さじ２
牛乳������������ 300ml
スキムミルク�������大さじ１

①鶏手羽元は骨に沿って切り目を入れ、塩・コショウをする。
②玉ネギは５㎜幅のくし形に、ニンジン、ジャガイモは皮を
むいて４等分に切る。ブロッコリーは小房に分ける。
③サラダ油を引いた鍋で鶏手羽元を焼き付け、②を加える。
ブロッコリーは焼き色がついたら取り出す。
④Ａを③に加え煮立たせ、ふたをして弱火で20分間煮る。
⑤別鍋でバターを溶かし、小麦粉を加えて４～５分間炒める。
牛乳を加え、混ぜながら約５分間煮る。
⑥④に⑤とスキムミルクを加え、とろみがついたらブロッコ
リーを戻し、塩・コショウをして器に盛る。

材料（２人分）

方

り

作

J-milk ホームページより

みそ味のクリームシチュー
今月のレシピ

こんにちは
保健師です

飲んで美味しい牛乳をさらに美味しく食べてもらいたい !

牛乳を食べよう！
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「デマ」は不正確でいい加減な
う わ さ 話、「 フ ェ イ ク ニ ュ ー ス 」
は文字どおりうその情報です。昔
からデマがはやることはありまし
たが、現在はインターネット（ネ
ット）やSNSを利用して、瞬く
間に広がります。
デマやフェイクニュースは、人
々の不安な気持ちをあおるのが得
意で、中には情報操作や特定の個
人・企業を陥れることが目的のも
のもあります。また、善かれと思
って拡散した情報がうその情報だ
ということもあります。うのみに
すると、だまされるばかりか、自
分が発信者になり、社会全体に迷
惑を掛ける結果になるかもしれま
せん。
情報を見ただけで真偽を見極め
ることは難しいですが、少なくと
もネット上の不確かな情報は、拡
散しないよう心掛けましょう。
情報に振り回されない
コロナ禍では、トイレットペー
パーなどが一時品薄になりまし

健康・快適生活

生活豆知識
インターネット
の情報を正
しく見極め
ましょう

た。これは、ネット上で「紙が不
足する」というデマが流れ、それ
をテレビニュースなどが取り上げ
たことで、普段ネットを見ない人
々にも不安が広がり、買い占めが
発生したケースです。災害発生時
や社会情勢が不安定な時の情報に
は、特に注意が必要です。不安な
気持ちは誰にでもありますが、そ
のような時こそ、情報に触れた際
に冷静に行動する必要がありま
す。
情報を見極めるチェックポイント
・情報の発信元はどこか…信用で
きる発信元か確認しましょう。
・いつの情報か…何年も前の情報
が再び流されていることがあり
ます。
・合成された画像ではないか…同
じような画像がないか検索して
みましょう。
・「～らしい」
「～みたい」のよう
な文章ではないか…伝聞形式の
情報の真偽をつかむことは困難
なので注意しましょう。
・特定の誰かをおとしめるような
内容ではないか…個人や企業の
悪評を広めるために流されてい
るかもしれません。
■問い合わせ／
・役場観光商工課商工労働係（２
階⑯番窓口☎内線２５１）
・釧路 市 消 費 生 活 セ ン タ ー（ ☎
０１５４― ―３０００）
・消費 者 ホ ッ ト ラ イ ン（ ☎
１８８）
24

町営住宅 入居者募集

■申し込み・問い合わせ／
役場建設課住宅都市計画係
（１階⑧番窓口☎内線275）

４月11日まで下記住宅の入居者を募集します。
団地名

川上団地

住宅番号

室構成

面積

竣工年度

月額家賃

K-5-202

3LDK

68.66㎡

Ｓ63
20,700〜30,900円
（R3改修）

K-5-203

3LDK

68.66㎡

Ｓ63
20,700〜30,900円
（R3改修）

K-5-302

3LDK

68.66㎡

Ｓ63
20,700〜30,900円
（R3改修）

S-7-224

2LDK

60.44㎡

H6

18,300〜27,200円

S-11-102

1LDK

49.33㎡

H17

15,900〜23,700円

I-9-201

3LDK

70.20㎡

H13

20,600〜30,700円

T1-2

1LDK

52.30㎡

H11

13,900〜20,600円

T2-1

2LDK

63.50㎡

H11

16,800〜25,100円

桜 団 地

磯 分 内
団
地

塘路第２
団
地
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申し込みに関するご注意
・月額家賃は世帯人数や年間所得により左
の表の幅で変わります。
・１つの住宅に２件以上の申し込みがあっ
た場合は、選考委員会を開催し、入居者
を決定します。
・申し込みの結果は20日ごろ郵送でお知ら
せします。
・入居が決定した場合、入居者と同程度以
上の収入がある連帯保証人（１人）の連
署する請書の提出が必要で、月額家賃の
３カ月分の敷金が必要となります。
・単身者は１LDK･ ２DK・２LDKまでの
住宅のみ申し込みできます。ただし、２
LDKは２名以上の世帯の申し込みがある
場合は、その世帯が優先されることがあ
ります。
・持ち家がある方（共有名義も含む）は申
し込みできません。
・町営住宅では犬・ 猫・ 鳥などの動物は飼
うことができません。また、一時預かり
も認めません。その他動物への餌付けも
迷惑行為となるので禁止しています。
・３月10日現在、退去届けが出されている
住宅です。入居日については、修繕など
により遅くなる住宅もありますのでご了
承ください。

後期高齢者医療制度

ご利用ください！

国民健康保険

30

新型コロナウイルス感染
症の影響を受けた方へ

31

傷病手当金の
適用期間が延長
されています

新型コロナウイルスへ
の感染や感染疑いによ
り、療養のため仕事を休
ん だ 期 間 が あ る 場 合 に、
傷病手当金を支給してい
ます（一定の要件を満た
し た 場 合 に 限 り ま す ）。
支給を受けるには申請が
必要です。
適用期間が「令和４年
３月 日まで」から「令
和４年６月 日まで」に
延長されています。
詳しくは左記係にお問
い合わせください。
■適用期間／令和２年１
月１日～令和４年６月
日
■問い合わせ／役場住民
課年金保険係（１階②
番窓口☎内線１２５）
30

子育て支援医療費等還元事業

この事業は、０歳から22歳までの子どもが病気やけがで通院・ 入院した時の対象医療費のうち、自己負
担分に相当する額を「１円＝１ポイント」として換算し、500ポイントごとに町内で使える「お買い物券」
として還元するものです。
◦高校卒業後から22歳（誕生日後の年度末）までは、学校教育法で規定する学
校（大学や短大、専門学校など）へ通学する方を対象とし、各種学校（予備校
や職業訓練校など）へ通学する方は対象になりません。なお、大学生などであ
ることを確認するため、年度の最初の申請時に在学証明書または学生証を提示
していただきます。
◦ポイントカードの有効期限は、最後にポイントの加算・減算した日から２年間
となっています。また、ポイント化できる領収書は受診日から２年間が有効期
限となっています。期限切れによりポイントを失効するケースが発生していま
すので、ご注意ください。
◦事業の詳しい内容については、下記係へ問い合わせるか、町ホームページをご
覧ください。
■問い合わせ／役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎内線125）

ご確認ください！

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速
やかに支援するため、住民税均等割非課税世帯等に対して１世帯当たり10万円を給付しています。
給付は２月から開始しています。
■支給対象世帯／
①住民税非課税世帯…基準日（令和３年12月10日）において、世帯全員の令和３年度分住民税均等割が
非課税である世帯
②家計急変世帯…住民税課税世帯であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※いずれも、世帯全員が住民税の課税されている親族などの扶養を受けている場合
は対象外となります。
※基 準日（令和３年12月10日）以降に標茶町に転入された方は、前住所地に申請し
てください。
■申請期限／９月30日㈮
■問い合わせ／役場保健福祉課社会福祉係（１階④番窓口☎内線131）
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健康・快適生活

脳ドック受診者助成事業
本町では、脳ドック検診費用の一部助成を行っています。
この事業は、日本人死亡原因第４位で後遺症が残る可能性が高い脳血管疾患（脳梗塞、脳卒中など）の早期発
見、早期治療、予防の促進を目的として実施するものです。
令和４年度より助成額を5,000円増やし、自己負担額の軽減を図ります。
助成額
25,000円（自己負担額8,000円）
定員
80人（先着順）
実施機関
釧路労災病院、釧路孝仁会記念病院、中標津脳神経
外科
募集期間
５月中旬から定員に達するまで（募集開始は春の総
合住民健診終了後）
※申込方法は、広報しべちゃ５月号でお知らせしま
す。
検診内容
ＭＲＩ（脳画像診断）
、ＭＲＡ（脳血管画像診断）、
けい
頚動脈エコー、血液検査、尿検査、心電図など
申し込みと受診の流れ
①申込書を役場に提出します。
②役場から決定通知書と助成券が送られてきます。
③実施機関に検診の予約をします。
④検診を受けます。実施機関の窓口で、助成額を差
し引いた自己負担額を支払います。
⑤実施機関から自宅に検診結果が届きます。（結果
は役場にも通知されます）

対象者
次の要件を全て満たす方
共通
◦40〜74歳の標茶町民で、町税を滞納していない方
◦令和３年度に本事業を利用されていない方
◦現在、脳血管疾患で治療中の方、ペースメーカー
や外科クリップなどの金属が体内に入っている
方は、受診できません。
社会保険の方
加入している健康保険組合に、脳ドック助成制度が
ない方、または助成制度はあるが助成の対象となら
ない方
国民健康保険の方
次の①〜④の健診を受診または申し込
みした方
①令和３年度秋の総合住民健診で特定
健康診査を受診した方
②令和４年度春の総合住民健診で特定
健康診査を受診した方
③令和４年度の国保ドックに申し込み
した方
④令和４年度の国保ミニドックに申し
込みした方

申し込み・問い合わせ／役場住民課年金保険係（１階②番窓口☎内線125）
毎日のお風呂掃除の手間・ガス代・灯油代・水道代！
節約しませんか！？

当ホテルでは入浴会員に入会していただくと、下記の料金で毎日何度
ご入浴されても同じ料金で大変お得になっております！（^ ^）！

【温泉１カ月パス】

１名様…………4,800円
２名様…………7,000円 （お１人様……3,500円）
３名様…………8,400円 （お１人様……2,800円）
４名様…………9,800円 （お１人様……2,450円）
５名様…………12,000円（お１人様……2,400円）
６名様…………14,000円（お１人様……約2,300円）
※「２〜６名様」は「同一世帯の家族会員」限定となっております。

毎日の疲れをモール温泉で癒してみませんか？
ソフ
復活 トクリー
しま
AM ５：３０〜 AM ８：００
した ム
！

営業時間
９
：00～17：30

AM １０：３０〜 PM ９：３０
標茶町桜８丁目３８番地
☎︎４８５−２０３０

ホテルテレーノ気仙
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ごみ処理手数料減免制度について
次のいずれかに該当する方は、ごみ処理手数料が減免されます。減免を受け
るには申請が必要です。申請は随時受け付けています。
○対象者／次のいずれかに該当する世帯
①生活保護を受けている世帯
②町民税が非課税である世帯
③母子世帯・65歳以上の高齢者世帯・障がい者のいる世帯のいずれかに該当し、町民税が均等割のみの世帯
④災害、その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認められる世帯
○減免の期間／
・①・②・③の対象者は、６カ月
※期間ごとに申請が必要です。
※ごみ証紙（シール）が交付されます。
・④の世帯は随時
○受付場所・問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）、各公民館（受け付けのみ）
※申請の際は印かんを持参してください。
※交付したごみ証紙をほかの人に譲り渡すことはできません。

環境美化・リサイクルに関する助成制度
生ごみ処理機の購入助成

ディスポーザ（生ごみ粉砕機）の購入助成

○申請に必要な物／印かん、金融機関の口座番号が確
認できる物
○対象者／本町に１年以上居住している町民で、今後
１年以内に転出の予定がない方
○対象製品・助成金額／生ごみ処理機（電気式、堆肥
式）購入にかかる費用の４分の３以内を１円単位ま
で助成（付属品を除く）
・電気式（乾燥型・バイオ型）…上限45,000円
・堆肥式（コンポスター・発酵式２個１組）…上限5,700
円
※助成は１世帯１台（発酵式は２個１組）まで。助成
後は５年間申請できません。
※町内販売店で購入した製品に限ります。

○申請に必要な物／購入店の見積書、印かん、金融機
関の口座番号が確認できる物
○対象者／次の要件を全て満たす方
・本町に１年以上居住している町民で、今後１年以
内に転出の予定がない方
・住宅が標茶市街地の下水道整備区域内にあり、排
水設備を下水道に接続または接続予定の方
○助成金額／付属品を含む本体購入・設置費用の４分
の３以内を１円単位まで助成（上限60,000円）
※助成は１世帯１台まで。助成後は５年間申請できま
せん。
※町内の排水設備指定工事店で購入・設置されたもの
に限ります。

ダストボックスなどの購入助成
本町では、家庭ごみを排出する際に使用するダストボックス（鉄製屋外用）、
ポリバケツ、カラスよけネットなどの購入費用を助成しています。（ごみ出
しに使用しない物は助成の対象となりません）
○申請に必要な物／購入店の見積書、印かん、金融機関の口座番号が確認で
きる物
○対象者／本町に５年以上居住している町民
○助成金額／購入費用の４分の３以内を１円単位
まで助成（上限20,000円）
※助成は１世帯１回のみ。
※町内販売店で購入した製品に限ります。
申請・問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）
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浄化槽に関するお知らせ
■ 合併処理浄化槽の補助金について
生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、本町では下水道の集合処理が困難な地域に、合併処理浄化槽
を設置する方へ補助金を支給しています。
○対象者／町内に住所を有し町税などの滞納がない方
○対象となる浄化槽／次の要件を全て満たすこと
・公共下水道設置条例の排水区域・処理区域を除く地域に設置するもの
・自ら居住または居住しようとしている専用住宅・併用住宅に設置するもの
・浄化槽工事業の登録または届け出をしている町排水設備指定工事店で施工するもの
・浄化槽設置工事が令和５年２月末までに完了すること
○補助金額／
①浄化槽設置に対する補助金…設置工事費から10万円を差し引いた額を交付します。
（５
人槽は上限125万円、７人槽は上限153万円、10人槽は上限214万円）
②単独浄化槽の撤去に対する補助金…単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する場合の撤去
工事にかかる費用（上限９万円）
※浄化槽の年間維持管理費は個人負担です。
○指定工事店／永昌工業、服部組、三浦ポンプ機械店、ライフクリエイトくまがい、小
野商店
○令和３年度の支給件数／12基（５人槽は３基、７人槽は８基、10人槽は１基）
※令和４年度の上限は13基です。

■ 浄化槽の維持管理について
浄化槽を設置・使用する方（浄化槽管理者）には、次の３つの義務があります。水質基準に満たない浄化槽処
理水を放流したり、法定検査を受検しない場合は、浄化槽法により30万円以下の過料が科せられることがあり
ます。浄化槽の設置・変更・廃止の際は、下記係に届け出をしてください。
●法定検査（水質検査）を受けましょう…法定検査では、浄化槽の設置や維持管理
が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているか確認します。検査に
は使用開始後３～８カ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、毎年１回行う「定
期検査」があります。浄化槽をお使いの方で検査案内が届いていない方は、北海
道浄化槽協会（☎011-823-4750）に問い合わせてください。
●保守点検を受けましょう…保守点検では、浄化槽の機能を維持するための機器類
の調整や、消毒薬の補充などを行います。およそ４カ月に１回以上実施する点検
は、浄化槽管理士または専門の登録業者に委託することができます。
（点検回数は、
処理方式や処理対象人員によって異なります）
●清掃を行いましょう…清掃とは、バキューム車で汚泥を引き抜くことをいいます。
浄化槽には水に溶けない固形物や汚泥が少しずつたまるため、そのままにしてお
くと臭いや水質悪化の原因になります。清掃は年１回以上行う必要があり、町内
の許可業者に委託することができます。

■ 浄化槽の休止・再開届け出先の変更について
これまで釧路総合振興局で受け付けしていた浄化槽の休止・再開の届け出について、４月からは下記係で受け
付けることになりました。手続きの際は、お間違いないようご注意ください。
申し込み・問い合わせ／役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線127）
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町立病院からのお知らせ

標茶町立病院

URL https://shibecha-hospital.jp

☎485-2135

当院は、救急指定病院として24時間体制で診療を行っていますが、医師の負担軽減のため緊急に診断・
治療が必要な方を除き、通常時間帯の受診をお願いします。

受付診療時間 受付時間／（午前の部）午前８時45分～11時

（午後の部）午後１時～３時45分
診療時間／午前９時～午後４時45分
※新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に伴い、休診する場合があります。詳しくは当
院の掲示物またはホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス抗体検査を行っています（自由診療）。詳細はホームページをご覧ください。
内

科

◦火曜日・ 水曜日の午後は休診です。（月曜日・ 金曜日の午後１～２時は、病棟回診のため診
察をお待ちいただいております）
外
科
◦北大医学部消化器外科Ⅰより１週間単位で出張医師が担当し
発熱・咳のある人は 「健康
ます。
相談センター」か「保健所」
◦毎週金曜日の受付時間は、午後３時までとなります。
へ
※４月１日㈮は休診となります。
当院を受診する前に下記へ
※４月13日㈬、20日㈬、27日㈬は午後休診となります。
ご相談ください。
○北 海 道 新 型 コ ロ ナ ウ イ
産婦人科
◦札幌医科大学産婦人科より石岡医師が担当します。
ルス感染症健康相談セ
◦診療日／４月14日㈭、15日㈮
ン
タ ー（ ☎0120-501◦受付時間／午後３時30分まで
507）
◦予約制となっています。受診日の５日前までに、来院時また
○釧 路 保 健 所（ ☎0154は電話で予約してください。
65-5811）
リハビリテーション科 ◦予約制となっています。新患の方は、医師の診察
後に受診日時を予約します。
小 児 科
◦旭川医大小児科より出張医師が担当します。
☆４月の小児科診療受付時間／
一般診療

予防接種（事前予約が必要です）

午前8：45〜
11：00

午後1：00〜
2：00

予約受付締切

５日㈫

●

●

４月４日㈪正午

12日㈫

●

●

４月11日㈪正午

19日㈫

●

●

４月18日㈪正午

26日㈫

●

●

４月25日㈪正午

【予防接種】
《小児科／定期接種》◦ロタ・ヒブ・小児用肺炎球菌・Ｂ型肝炎・四種混合・ＢＣＧ・日本脳炎・麻しん風しん
混合・水痘の接種希望者は、前日の正午まで（前日が休みの場合は前営業日の正午まで）
に総合受付窓口または電話で申し込みください。
◦ＢＣＧ以外の予防接種は、同時接種が可能です。同時接種の詳細は、病院へ問い合わせ
ください。
《16～20歳未満の日本脳炎》◦対象の方で接種を希望される方は、１回目の接種はふれあい交流センター、２回目以降
の接種は町立病院にそれぞれ１週間前までに申し込みください。
けい
《子 宮 頸 が ん》◦定期接種（中学１年～高校１年対象）・任意接種ともに産婦人科での診療となります。ワ
クチン入荷日が確定次第、接種日を決定します。
《任 意 接 種》◦おたふくかぜ ・ 定期接種以外の水痘・65歳以上の肺炎球菌・ 麻しん風しん混合は予約が
必要となりますので、５日前までに総合受付窓口または電話で申し込みください。
※定期の予防接種についての詳細は、ふれあい交流センター健康推進係(☎485-1000)へ問い合わせください。
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令和４年度

町立病院の診療体制について
新年度の診療体制については、４月より北海道から１年間の派遣により内科医として
西畑淳也医師が着任されることに加え、北大医学部消化器外科Ⅰ、旭川医大小児科、札

佐藤泰男

院長

幌医科大学産婦人科から引き続き医師派遣されることが決定し、診療科目は内科、外科、
産婦人科、小児科、リハビリテ－ション科の５科目となります。夜間や休日の当直医師
は、北大医学部消化器外科Ⅰから引き続き派遣されることになり、救急指定病院の機能
を維持できることになりました。
診療科
内科

医師の業務負担軽減などのため、火曜日と水曜日の午後を休診します。

外科

北大医学部消化器外科Ⅰより１週間単位で出張医師が担当します。

小児科

佐藤富士夫

副院長

旭川医科大学小児科より出張医師が担当します。

産婦人科（予約制） 月に一度、札幌医科大学産婦人科より石岡伸一医師が担当します。
リハビリテーション科（予約制）
・提供時間／ <午前の部>午前８時45分～正午

<午後の部>午後１時～５時15分

※理学療法士と作業療法士で入院・外来での個別リハビリテーションのほか、介護保険サービス事業
として訪問リハビリと通所リハビリを実施しています。患者さんの待ち時間の短縮と業務の効率化
を図るため予約制としています。

診療体制変更について
内科

４月４日㈪から内科外来の診療体制が変更になります。
月
午前の部
午前8:45〜11:00
午後の部
午後1:00〜3:45

佐藤（泰）
佐藤（富）

火

水

木

金

佐藤（富）

西畑

佐藤（富）

佐藤（泰）

西畑

西畑

西畑

◆救急外来（時間外）受診にあたってのお願い
円滑に対応するため、救急外来を受診される方は事前にご連絡をお願いします。
救急外来は「緊急に処置や治療が必要な方々を診るためのもの」で、時間外診療ではありません。医
師、看護師などの業務負担軽減のため、緊急の場合を除き、できるだけ平日の診療受付時間内に受診を
お願いします。
「北海道小児救急電話相談」をご利用ください
北海道では、夜間における子どもの急な病気やけが（発熱、下痢、おう吐、ひきつけなどの急な症状
や、誤飲などの事故）などの際に、専任の看護師や医師から症状に応じた適切な助言を受けられる「北
海道小児救急電話相談事業」を実施しています。
なお、電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・アドバイスであり、電話による診断・ 治療では
ありません。
○受付時間／午後７時～11時（365日） ○電話番号／011－232－1599
（または局番なしの♯8000）
ご意見・ご要望はお気軽に 電話番号 485-2135
Eメール hospital@town.shibecha.hokkaido.jp
ホームページ https://shibecha-hospital.jp

町立病院へ
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