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火元別初期消火方法

　火災に遭遇してしまった場合、「通報」
「初期消火」「避難」が大切です。

　優先順位は状況により異なりますが、出火直後なら「通報」と「初期消火」を優先し、初期消火が困難な時や身の危
険を感じた場合は「避難」を優先してください。
　まずは落ち着いて、あわてず冷静な判断を心がけることが大切です。

　現在、西春別地区において、野犬の群れの目撃情報が多数寄せられており、この群れによ
ると思われる牛の追いまわし等の被害に加え、追い払おうとした際に人に向かって吠え掛かってきた例も報告さ
れています。
　また、例年この時期になりますと風蓮湖周辺でシカを襲う野犬の群れの目撃情報も寄せられます。周辺にお住ま
いの方はくれぐれもご注意していただくようお知らせします。
※ 町で実施しております野犬掃とうにおいて、野犬の群れの行動パターンを把握し、できるだけ地域を絞って掃と

うを行うことが重要になってきますので、野犬の目撃等ございましたら下記担当まで通報をお願いします。
※ 町では年間をとおして、野犬掃とうを実施しており、たとえ飼犬であっても、けい留されておらず、また、首輪に

鑑札の付いていない犬は『別海町畜犬取締及び野犬掃とう条例』により掃とうの対象となります！今回の通報を
踏まえ、町内の野犬掃とうを強化しますので、くれぐれも飼犬を放し飼いにしないようお願いします。

問合せ／町民生活担当（内線1211〜1213）

　最近、プロバイダを遠隔操作で変更する電話勧誘に
関する相談が急増しています。
　回線の種類によっては、ルーターにあるお客様ＩＤ
番号と名前・生年月日などの個人情報を伝えることで、
パソコンを開くことなく電話だけで切替操作ができて
しまうことから、パソコンやインターネットのことを
全く分からない方が、言われるままに番号や情報を伝
えてしまい、切り替られてしまったというトラブルも
起きています。このような情報を聞かれた場合は、安易
に相手に教えないようご注意ください。

●  水に濡らした毛布などを手前から滑ら
せるようにかぶせ、空気を遮断する。

● 消火器を使用する際は、直接火元に向
けて噴射する。石油ストーブの場合は
粉末消火器を使用する。

●  水に濡らしたシーツやバスタオルを
手前からかぶせ、空気を遮断する。

● 粉末消火器は鍋の全面を覆うよう
に、強化液消火器は鍋のふちに向け
噴射する。

もし火災に遭遇してしまったら…
消防署から

ストーブ コンロ

町民課から

町内を徘徊している野犬の群れについて

遠隔操作による
プロバイダ変更の勧誘
にご注意を！

　トラブルを防ぐために
◦ 「安くなる」などと勧誘されても鵜呑みにせず、

今までより何がいくら安くなるのかなど、内容
をしっかりと確認しましょう。

◦ 内容に理解できない点があるときは、自分だけ
で判断して契約を進めず、家族や周りの人に相
談してからにしましょう。

◦ 電話口で「はい」と相槌をうったことで、相手か
ら承諾したと主張されるケースもあります。口
約束でも契約は成立しますので、よく分からな
いまま返事をしたり、曖昧に答えず、「いりませ
ん」ときっぱり断りましょう。

　困ったときは相談窓口へ相談してください

相談窓口／町民生活担当（内線1212）

万が一に備え、ご家庭に「住宅用消火器」を設置しましょう！

問合せ／別海消防署予防課　TEL  75-2200
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町民課から

別海町ごみの減量化大作戦! その10
目指せ！
リサイクル率

30％!
●もえるごみを減らす三原則！さっそく実践してみよう！
　缶・ペットボトル・新聞紙などは、きちんと分別されていると思います。しかし！お菓子・
ビール・レトルト食品の箱、包装紙やプリント類、古着・古布などを、もえるゴミとして出

していませんか？これは、実にもったいないことです…せっかく「無料」で、しかも！「資源」として有効活用
できるものを、わざわざお金を払って処分しているのです。　　
　まずは、もえるごみ袋の中を見てみましょう。こういった資源ごみが混ざっていませんか？そこで、次の三原
則を実践してみてください。驚くほどもえるごみが減ります。

雑誌・雑がみをしっかりと分別して資源に！
　まず、この方法がとても簡単で、ごみを最も減らすことができます。
　もえるごみとして処理されているものの多くを占める紙類を分別し、資源として再利用することで、ごみの減
量につながります。

【雑がみになるもの】
■紙　類：包装紙、プリント類、説明書など
■箱　類：お菓子の箱、おもちゃの箱、家電の箱、レトルト食品の箱など
■袋　類：紙袋、紙の封筒、割り箸袋など
■その他：トイレットペーパーの芯、紙製ファイルなど
　防水加工された紙、感熱紙(レシート・ファックス用紙等)、カーボン紙(複
写式伝票等)、写真、金紙、銀紙、紙おむつ、油等で汚れた紙などは、雑がみ
の対象外ですので、もえるごみに出してください。

古着・古布は資源回収ボックスへ！
　古着・古布をもえるごみとして捨てていませんか？年間１人当たり約４㎏の古着がごみとして捨てられていま
す。ごみを減らすために資源回収ボックスを利用しましょう！

【回収ボックス設置場所】 別海町役場・西春別支所・尾岱沼支所・上春別連絡事務所・上風連連絡事務所・
　　　　　　　　　　　  中央公民館・東公民館・西公民館・ぷらと

生ごみを出さない・生ごみの水分をカットする！
　生ごみは、家庭から出るごみの約４割を占めていると言われ、この生ごみの約８割を占めるのが「調理くず」
と「食べ残し」です。そこで、ご家庭でも簡単に実施できる処理の方法を紹介します。
①生ごみを出さない　生ごみを減らすには発生自体を抑えることが第一です！
　◦安くても必要以上のものは買わないようにしましょう。　◦買ったものはダメにならないうちに食べましょう。
　◦野菜はできるだけ捨てる部分をすくなくしましょう。　　◦エコクッキングで材料を有効利用しましょう。
②生ごみの水分をカット
　生ごみには約80％の水分が含まれています。水分を減らすことで、ごみの減量に加えて雑菌が繁殖しにくく
なり、臭いも防げます！
　◦野菜の皮など、洗う前に切り落として水に濡らさぬよう工夫しましょう。
　◦三角コーナーには水切りネットを使いましょう。
　　※三角コーナーの底上げをすると水を流した時、水に浸かりません。
　◦水切りアイデア商品を活用して、濡れた生ごみを絞りましょう。
　　※空き瓶の底で押したり、ゴム手袋をつけて絞ることもできます。

　３月から４月にかけて、引越しなどで沢山のごみが出ることが予想されま
す。引越しなどにより大量にごみが出た場合、ごみステーションに出してし
まうと他のごみが出せなくなるなど近隣の方の迷惑になってしまいます。

　一度に大量のごみが出る場合は、ごみ処理場へ直接持ち込むか、許可業者へ依頼するようお願いします。
＊「ごみ出し辞典」「ごみ出しルール」は町民課・各支所窓口で配布しています！
＊ ごみの分別等に関する疑問にお答えするため、学校、町内会などの各種団体を対象に出前講座を行ってい

ます。出前講座を希望される団体は、町民生活担当または生涯学習担当までお問合せください。

問合せ／町民生活担当（内線 1212・1213）

■出し方

どちらでもOK!

雑誌と雑がみをまとめて、
ひもで十字にしばる。

紙袋に入れて、
ひもで十字にしばる。

３月から４月は
引越しシーズンです！

その1

その2

その3
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　次の保育園において、平成27年４月からの入園児の追加募
集を行います。入園基準・運営状況等の詳細については、役場
ホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。
　なお、別海保育園については、０歳児（平成26年４月２日

以降に生まれた生後６ヶ月以上の児童）の受付について追ってお知らせを予定しています。その他のクラス
については、定員に達しているため現在のところ追加募集の予定はありません。
１　対象となる保育園・入園児童

２　受付期間　定員に達するまで随時受け付けます。　
３　申込書類交付場所及び提出場所・問合せ先
　入園基準・保育園について：
　　ホームページ（http://betsukai.jp/blog/0001/index.php?ID=3983）
　　福祉課こども･子育て担当（内線1331・1313・1314）・別海保育園を除く各保育園

　高齢者や障がい者、ひとり親等の町道民税非課税世
帯を対象として暖房用燃料費等の一部を助成していま
す。該当する世帯で、今年度まだ申請されていない方
は３月31日までに申請してください。

【対象世帯】 平成26年12月１日現在、別海町に住所を有し居住されている①の世帯及び②から⑥に該当する町
道民税非課税世帯。

①生活保護受給世帯　　　②65歳以上の１人暮らしの高齢者世帯　　③65歳以上の高齢者世帯
④18歳未満の児童を監護しているひとり親世帯　⑤障がい者世帯（各障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯︶
⑥上記に準ずる世帯で町長が特に必要と認めた世帯

　平成27年３月31日㈫までに申請書と領収書等（１万円以上の暖房用燃料の支払いしたことが確認できるも
の）を添付し、福祉課または各支所、連絡事務所へ提出してください。
※対象世帯に該当するかがわからない場合はお問合せください。
※課税状況の確認は、同意が必要となりますので、一度申請してください。

問合せ／社会・障がい福祉担当（内線1311）

　４月のくみ取り地区は中西別、西春別駅前、西春別、泉川、大成、本別、上春別、
上風連、奥行となります。くみ取りが必要な方は３月２０日までにお申込みください。
　４月から家庭廃水のくみ取りを再開します。また、定期的なくみ取りが必要な方を対象に「定期くみ取り」
の申込みを受け付けています。

し尿と家庭廃水のくみ取りのお知らせ

ご協力を
お願いします

　冬期間はくみ取り口付近に雪が積もるなどして、くみ取りが行えない場合があります。
雪が降った際は、くみ取り口付近も雪かきをしていただくなど、ご協力をお願いします。

問合せ／町民生活担当（内線1212・1213）

灯油等暖房用燃料費
助成の申請は
３月31日までです

福祉課から

町立保育園入園児の
追加募集について

保育園名 入 園 対 象 児 童 電話番号

上 西 春 別 保 育 園
保護者等が、仕事や疾病、出産の前後やその他「保育を必要とする事由」
により、昼間家庭での保育を受けることが出来ない児童で、平成27年４
月２日現在で生後６ヶ月以上から就学前の児童。

77-2040

中春別へき地保育園

平成27年４月２日現在で満３歳以上から就学前の児童。ただし、次の場
合は条件つきで入園できます。
⑴4月〜6月に３歳になる児童は４月から。
⑵7月〜9月までに３歳になる児童は、３歳となる誕生月から。

76-2030
上春別へき地保育園 75-6328
西春別へき地保育園 77-2344
上風連へき地保育園 75-7328
本別海へき地保育園 75-8120
豊原へき地保育園 76-2126

町民課から
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　昨年10月から、肺炎を予防する肺炎球菌
ワクチン予防接種の助成が始まりました。
　平成26年度は、右記の年齢の方で、今ま
でに、このワクチンを接種したことがない方
が助成の対象になります。

地域包括支援センターから

中央公民館 東公民館
西春別
ふれあい
センター

３月 ５日㈭ 10日㈫ 17日㈫

地域包括支援センターは高齢者の介護や生活の困りごとの総合相談窓口です
■問合せ／℡��79-5500（直通）　別海町役場１階福祉部内

いきいき元気あっぷ
健康体操教室日程

　高齢となっても健康寿命を延ばし地域でいきいきとした
生活が送れることを目標として月1回、運動指導や健康維
持に関する教室を開いています。

※ 平成27年4月以降の日程については来月広報にて掲載い
たします。

※会場の都合や天候により予定を変更することがあります。

①65歳以上の方。体力、気力の低下が気になる方。
② 健康寿命を延ばす活動をしてみたい方（64歳以下でも可）。
③介護認定を受けていない方。
※参加費は無料です。
※ 新規で参加希望の方は地域包括支援センターまで申込

みください。
※ 健康チェックは行いませんので、体調に不安のある方は

事前に主治医への確認をお願いいたします。

9：45
〜

11：30

参加
対象者

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種について

保健課から

水産みどり課から

　この年齢の方が助成の対象となるのは、今回のみとなり、平成27年3月31日までに接種を受ける必要があり
ます。接種を希望する方は、期限内の接種をお願いします。

問合せ／健康管理担当（TEL  75-0359）

　65歳：昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生まれの方
　70歳：昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの方
　75歳：昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日生まれの方
　80歳：昭和 9 年4月2日〜昭和10年4月1日生まれの方
　85歳：昭和 4 年4月2日〜昭和 5 年4月1日生まれの方
　90歳：大正13年4月2日〜大正14年4月1日生まれの方
　95歳：大正 8 年4月2日〜大正 9 年4月1日生まれの方
 100歳以上：大正4年4月1日以前にお生まれの方

　当コンクールは、別海町内の児童･生徒に、自然環境の保護保全と公害の未然防止等の環
境問題について興味を持って、自然の大切さを考えてもらう事を目的に実施しています。今
回は小･中学生合わせて116点の応募があり、審査の結果、次の児童･生徒が入賞しました。

■１年生  最優秀賞　荒川さくら （別海中央小）
　　　　��優 秀 賞　木戸　叶音 （別海中央小） 櫻田　彩月 （別海中央小）
　　　　��佳　　作　佐藤　麻央 （野付小） 白圡誠一郎 （野付小） 堤　くりあ （野付小）
■２年生  最優秀賞　門脇　　夏 （別海中央小）
　　　　��優 秀 賞　池田　大悟 （野付小） 安井泰二郎 （別海中央小）
　　　　��佳　　作　大森　有紗 （野付小） 上林　桃子 （野付小） 富崎　葉彩 （野付小）
■３年生  最優秀賞　能戸　夕空 （野付小）
　　　　��優 秀 賞　高木かれん （中春小） 高木　理帆 （野付小）
　　　　��佳　　作　大隅　凪子 （野付小） 竹中　亮太 （別海中央小） 宮越　由奈 （野付小）
■４年生  優 秀 賞　伊井　大河 （別海中央小）
■５年生  最優秀賞　安井勘太郎 （別海中央小）
■６年生  優 秀 賞　牧野あさひ （中春小）

■１年生  最優秀賞　塚原　千陽 （別海中央中）
　　　　��優 秀 賞　飯島　宇蘭 （別海中央中） 石渡　由莉 （別海中央中）
　　　　  　　　　　鈴木　風雅 （別海中央中） 半田　夏月 （別海中央中）
　　　　  佳　　作　佐藤亜弥美 （別海中央中） 三野宮　雪 （別海中央中）
　　　　  　　　　　鈴木　るか （別海中央中） 𣕚木龍之介 （別海中央中）
　　　　  　　　　　廣木　桃夏 （別海中央中） 和賀　環槻 （別海中央中）

問合せ／みどり担当（内線1613）

　当コンクールは、別海町内の児童･生徒に、自然環境の保護保全と公害の未然防止等の環

第37回 自然環境保全及び公害防止ポスターコンクール

小学校１年生の部
最優秀賞作品

小学校５年生の部
最優秀賞作品

中学校１年生の部
 最優秀賞作品

小学生の部

中学生の部

小学校３年生の部
 最優秀賞作品

小学校２年生の部 
最優秀賞作品
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