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12月のお知らせ

　町内会による高齢者などへの除雪
サービスとして、要望があった際に除
雪を行ってくれる町内会を募集します。
希望される町内会は、受託要件などを
確認の上、お申し込みください。
受託要件／町内会活動傷害保険に加入
していること
委託料／ 1回あたり1,000円
申込期限／ 12月12日
申し込み・問い合わせ／介護福祉課高
齢者福祉係（内線288・411）

　麻しん風しん予防接種は幼児期に一
度接種しても年数が経過すると、感染
阻止の免疫がなくなる方がいることや
接種をした中でも100中5人くらいで免
疫ができにくい方がいるため、追加接
種をお勧めしています。
　3期と4期の方で保護者が同伴できな
い場合は、同意書が必要ですので、保
健センターまでご連絡ください。
問い合わせ／保健センター℡43-8450
【接種内容】

▼ 2期対象（平成17年4月2日～平成18
年4月1日生まれの幼児）

▼3期対象（平成10年4月2日～平成11
年4月1日生まれの生徒）

▼4期対象（平成5年4月2日～平成6年
４月１日生まれの方
接種期間／平成24年3月31日まで
接種ワクチン／原則として、麻しん風
しん混合ワクチンを接種しますが、麻
しんおよび風しんに罹患したことがあ
る方は、罹患していない方の単独ワク
チンを接種することもできます。
実施方法／「みんなの健康」、市ホー
ムページ記載の指定医療機関でワクチ
ンの接種および罹患の有無を確認し、
受けてください。網走厚生病院で3期、
4期を接種される方は、直接病院にご
確認ください。

日時／ 1月24日　
　　　12時45分～ 13時45分
対象／生後3～ 6カ月未満の乳児
場所／保健センター　定員／ 1日60人
持ち物／母子手帳
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

日時／ 1月13日、19日　
　　　12時45分～ 13時45分
対象／生後3～ 90カ月未満の乳幼児　
場所／保健センター　
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳
受け方／ 6週間以上の間隔を置いて2
回飲みます。（2カ月おきに年間をとお
して行います。みんなの健康で日時を
確認し、予約してください。）
【ポリオ追加接種の勧め】
　昭和50年～ 52年生まれの方はポリ
オ免疫保有率が低く、極めてまれです
が、感染の可能性がありますので、追
加接種をお勧めします。（接種は1回）
対象／昭和50年～ 52年生まれの方。
日時／定期ポリオ予防接種と同様
料金／ 3,500円　定員／ 10人
BCG、ポリオの申込期間は、12月1日
から定員になるまでです。予約された
方で、都合が悪くなった場合はご連絡
ください。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450
※定期の予防接種を実施するときに、
保護者以外の方が同伴される場合は、
委任状が必要となりますので保健セ
ンターまでご連絡ください。

　現在、定期の麻しん風しん予防接種
を実施しておりますが、定期期間に接

種できなかった方に、麻しん風しん混
合予防接種の助成事業を始めましたの
で、助成対象になる方で接種を希望さ
れる方は、保健センターまでご連絡く
ださい。
助成対象者

▼平成12年4月2日～平成17年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成7年4月2日～平成10年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成2年4月2日～平成5年4月1日生ま
れで定期接種ができなかった方
助成金額／任意接種費用の内、5,000
円を助成　助成回数／ 1回
接種場所／網走市内の指定医療機関
助成の受け方／接種の前に保健セン
ターにご連絡ください。助成券と予診
票を交付します。接種料から助成金額
を控除した自己負担額を接種の際、直
接医療機関にお支払いください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　エキノコックス症はエキノコックス
の幼虫が、人に寄生して肝臓（まれに、
肺、脳など）を侵し、放置すると治療
が困難になる病気です。潜伏期から進
行期へ移る早い時期に手術を受ければ
完全な治癒が可能ですので、進んで検
査を受け、早期に治療しましょう。
※ミニドック検診に併せて検査するほ
か、年に3回の学校の休業日に合わせ
検査を行っています。
日時／ 1月12日　15時～ 16時30分
場所／保健センター　
対象／小学3年生以上の市民で、6年以
上検査を受けていない方
検査方法／血液検査　料金／無料
問い合わせ／保健センター☎43-8450

エキノコックス症一次検査

除雪サービス受託町内会募集

健　康

麻しん風しん予防接種の
3期、4期の方の追加接種のお知らせ

ＢＣＧ予防接種

各種予防接種の実施

献血車ひまわり号　～12月の巡回日程～
日 駐　車　場　所 時　間

22日

北7西3 オホーツク総合振興局横（西側） 10：00～12：00
南5東1 釧路信用組合前 13：30～14：10
南6東7 光和㈱前 14：20～14：50
港  　町 網走開発建設部網走港湾事務所 15：00～16：00

25日
駒場北5 コープさっぽろ網走店前 10：00～12：30
駒場北5 コープさっぽろ網走店前 14：00～16：00

26日
新 町 2 網走開発建設部前 10：00～13：00
三　　眺 網走刑務所前 14：20～15：00
呼　　人 ホクレン油機サービス網走支店 15：20～16：00

27日
南6東5 網走警察署前 10：00～12：00
北6西1 ＪＡ網走厚生病院前 13：30～16：00

ポリオ（小児マヒ）予防接種

任意麻しん風しん混合予防接種の助成
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　23日の祝日は資源物収集を休みます。
この日が資源物収集にあたっている地
区は次の収集日に出してください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　過剰包装はごみ増加の要因のひとつ
です。ごみ減量化の一環として簡易包
装を推進しています。お歳暮時期の12
月は贈り物をする機会が多くなります
が、環境に負担をかけない簡易包装で
贈りましょう。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　生ごみの減量化を進めるため、電動
生ごみ処理機の購入費用の一部を助成
しています。助成金額は1台につき2万
円以内です。助成台数に限りがありま
すのでお早めにお申し込みください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　網走市では、ごみの減量化やリサイ
クル、環境に優しい商品の販売などに
積極的に取り組む事業所を「エコ事業
所」として認定しています。
認定要件／次の項目のうち、3項目以
上に取り組む事業所であること
●簡易包装の推進　●包装容器類（レ
ジ袋など）の回収　●買い物袋持参の
啓発　●再生、詰め替え商品販売
●環境マーク商品販売　●社内での資

源リサイクル推進　●地域のリサイク
ル活動に参加　●従業員に環境教育を
実施　●消費者に対するごみ減量化へ
広報活動　●広告類の再生紙使用
※認定された事業所には、認定証と認
定ステッカーを交付します。また、事
業所は認定された旨を自らの広告宣伝
に使用できます。
※認定された事業所は、広報やホーム
ページ等で公表します。
▽現在認定している事業所
㈲キタノ・㈲シーガル一条・千里堂メ
ガネ㈱・㈲スーパー百・シティ環境㈱・
小川商店・全日食チェーンあべ・佐藤
商店・コーヨーストア小林・工藤商店・
ファミリーショップいけした・㈲梶川
商店・㈱森川商店・林酒販店・ローソ
ン網走北６条店・㈲山本酒店・依光商
店・㈲西内商店・㈲松本商店・小林㈱・
金印わさび㈱オホーツク工場・㈲道
環・㈱網走衛生センター・㈱トヨタレ
ンタリース北見網走店・北見トヨペッ
ト㈱網走店・東北海道いすゞ自動車㈱
網走営業所・㈱高田メンテナンス・鈴
木工業㈱・エヌジーケイオホーツク㈱・
㈱たかはし・インターファーム㈱知床
事業所・㈱ウエスト・㈱早水組・土屋
工業㈱・㈲アート・クリエート・鮨ダイニ
ング月・回転寿司ビッグサン潮見店・鮨
ダイニングKIYOMASA・流氷硝子館
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　毎年冬になると、ホームタンクから
の灯油の漏えい事故が多く発生します。
ホームタンクで灯油を貯蔵している家

庭や事業所では、次のことに注意しま
しょう。
タンクの点検／①転倒しないよう固定
状況を確認しましょう。②配管などに
腐食や亀裂がないかを確認しましょう。
③定期的に灯油の残量を調べ、異常な
減少がないかなどを確認しましょう。
ポリ容器などに小分けするときは／①
小分け中は絶対にその場を離れないよ
うにしましょう。②小分けした後は、
バルブを確実に閉じましょう。
　油漏れで汚染が発生した場合は、原
因者は費用を負担しなければならず、
発見が遅れた場合、多額の負担をしな
ければならないこともあります。もし
流出した場合は、速やかに近くの消防
署・市役所などに連絡しましょう。
問い合わせ／生活環境課環境対策係
（内線340）　　　　　　

　冬期間の除雪が困難な高齢者世帯な
どへ除雪サービスを実施します。利用
を希望する方は下記の除雪サービス一
覧を確認し、担当係まで申請してくだ
さい。

祝日は資源物収集を休みます

灯油の漏えいにご注意を

福　祉

冬期間の除雪サービスを実施します

贈り物は簡易包装で

報情
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事業名 高齢者世帯等除雪サービス事業 高齢者等除雪・融雪サービス事業

利　　用
できる方

平成22年度の市民税課税世帯で、次に該当する
除雪が困難な世帯
●65歳以上の高齢者のみの世帯
●40歳以上65歳未満の介護保険認定者世帯
●身体障がい者世帯　　●母子世帯

平成22年度の市民税非課税世帯で、次に該当す
る除雪が困難な世帯
●おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
●重度身体障がい者のみの世帯

ただし、公営住宅やアパートなどの入居者は利用できません。

除雪範囲

●玄関から道路までの、人が通れる程度の幅の除雪
●除雪車通過後などの車庫前などの除雪 ●玄関から道路までの、人が通れる程度の幅の除雪

●吹雪のときは除雪できません。　●排雪はしません。
●屋根の雪おろし、つらら落とし、氷割りなどの危険な作業はできません。

利 用 料 30分につき400円（回数券） 30分につき50円（回数券）
申請期限 　12月14日 随時受け付けています。

申請・問い合わせ 商工労働課商工労政係（西庁舎2階／内線339） 介護福祉課高齢者福祉係（本庁舎1階／内線288）

生ごみ処理機の助成について

網走市エコ事業所認定事業

ＦＦストーブの適切な管理を
　ＦＦストーブは、排気筒が
雪などで覆われると点火しなかったり
途中で消火してしまうなど、大変危険
な状態になります。普段から排気筒の
まわりを除雪するなどこまめな点検を
心掛け、適切に利用しましょう。
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