新型コロナウイルス感染症情報
国は、新型コロナウイルスの感染の急拡大を受け、８月２日から９月１２日までの期間、北海道をまん

延防止等重点措置の対象地域に指定しました。

町では、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大や重症化を防ぐため、ワクチン接種を進めています。

今月号では、８月１８日時点でのワクチンの最新情報のほか、基本的な予防対策についても改めてお知ら
せします。町民の皆さんには、引き続き感染症対策の徹底をお願いします。
問合先

保健センター内保健課（音更町コロナ専用ダイヤル）☎０５７０－０８０－３９６

◆北海道におけるまん延防止等重点措置～こんな場面にご注意を～
道は、国によるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、札幌市内と石狩管内、小樽市などを措置区域と
し、人と人との接触機会を低減するため、道民などに対する必要な協力を働きかけることとしています。
北海道で発生した集団感染事例から、感染リスクが高まる場面を紹介します。これらを参考に、リスク
の高い行動を避けていただくようお願いします。

場面１ 大人数・長時間の会食
知人同士９人が２軒の店舗をはしご。マスクを外しての飲酒やカ
ラオケにより、６人が感染。
大人数・長時間の会食を避け、会話やカラオケの際はマスク
着用の徹底を

場面 2 屋外での会食
知人同士で野外バーベキュー。マスクを外して飲食し、複数人が
感染。
屋外においても適切な距離を保ち、会話の際はマスク着用の
徹底を

場面 3 長距離ドライブ
知人同士で長距離の移動。マスクを外して飲食・会話をし、複数
名が感染。
長時間の運転の際は十分な換気と会話の際はマスクの着用を

◆マスク着用の徹底を！
集団感染は、飲食やカラオケなど、マスクを外すこと
が多い場面で発生しています。感染リスクが高まる場面

感染予防には、不織布の
マスクが最も効果的です

では、会話の際は必ずマスクを着用するように徹底しま
しょう。
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◆１２～１８歳で優先接種を希望する人の事前申請について
町では、国の優先順位に基づきワクチン接種を進めており、現在は国のワク
チン供給に合わせて、年齢ごとに順次ご案内していますが、集団生活を送る１２

優先接種を希望する人は、
こちらから申請してください

歳から１８歳の人を対象として「高校・大学受験を控えている」「インフルエンザ
ワクチン接種と時期が重なる」「早期に感染対策を講

https://www.harp.lg.jp/

じたい」などの理由で接種を希望する人に８月中旬か

R5cr8ttS

ら優先的に接種券を送付しています。

◆ワクチンのメリット・デメリットについて～ワクチン接種を受けるか迷っている人へ～
新型コロナワクチンは、副反応の出現頻度が高いことや、新しい仕組みのワクチンということもあり、接
種を受けるかどうか迷っている人も少なくないでしょう。
特に若い人は、感染しても大半が軽症で済むと報告されていますが、実際は、
３８度以上の高熱を出し、咳が２週間続いても「軽症」に分類されます。また、
感染した若い人の中には、今も嗅覚や味覚障がい、疲労感、記憶障がい、脱毛
などの長引く症状（後遺症）に苦しんでいる人がいるのが現状です。
ワクチン接種を受けることで、感染予防効果や発症予防効果、重症化予防効
果が期待できます。さらに、ウイルスの量が低く抑えられる効果も確認されて
いるため、同居する家族など、身の周りの人を守る効果も期待できます。
最近は変異株への置き換わりが進んでいますが、ワクチンが広がり感染者が

厚生労働省

減ることで、変異株が誕生する確率を減らすことができます。また、日本国内

新型コロナワクチンＱ＆Ａ

においても、ワクチン接種後の死亡事例が報告されていますが、７月時点でワ
クチン接種との因果関係があると判断された事例はありません。ワクチン接種
の選択は、ワクチン接種によるリスクと、新型コロナウイルスに感染するリス
ク（重症化や長期にわたる後遺症のリスク）を比べる必要があります。正しい
情報を知った上で、ワクチン接種を受けるかどうかの判断をお願いします。

https://www.cov19-vaccine
.mhlw.go.jp/qa/

新型コロナワクチンについての問い合わせや情報はこちら
◦音更町コロナ専用ダイヤル

☎０５７０－０８０－３９６

※平日の午前８時４５分～午後５時３０分。ナビダイヤルで、通常の通話料金が発生します。
◦北海道新型コロナワクチン接種相談センター

☎０１２０－３０６－１５４

※午前９時～午後５時３０分。土・日曜日、祝日も受け付け可能です。
◦厚生労働省コロナワクチンコールセンター

☎０１２０－７６１－７７０

※午前９時～午後９時。土・日曜日、
祝日も受け付け可能です。フリーダイヤルで、
通話料金が発生しません。

ワクチンに関する情報サイト

▲首相官邸

▲厚生労働省

▲音更町

▲ファイザー社

▲北海道

ワクチン接種の当日キャンセルについて
当日の体調不良などによるキャンセルは音更町コロナ専用ダイヤル（☎０５７０－０８０－３９６）で受け付
けます。
※午前８時～午後７時、土・日曜日も受け付け可能です。
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知っていますか？音更高校の魅力
町内唯一の高校「音更高校」のこと、皆さんはどのくらい知っていますか？

音更高校は役場から北に約６ｋｍの駒場地区に位置する単位制の普通科高校です。開校以来の卒業生数は令

和２年度に１万人を超えました。農業科は閉科しましたが、その伝統の花と緑は「環境デザイン」系科目とし
て脈々と受け継がれています。

町では、平成３０年６月号から広報おとふけで音更高校を紹介する「夢の種」の連載を始め、今月号で４０回

目となりました。今回は「夢の種」特別編集版として音更高校の魅力を紹介します。

これまでの「夢の種」は、町ホームページでも見ることができます。なお、今月号の「夢の種」は１６ページ

に掲載していますので、そちらもご覧ください。

教育 ～進学＆就職、そして人としての成長を支える
校長メッセージ

～「駒場の郷」で咲かせよう

今、世界中の人々が、大変な時を過ごしています。世代や職業を問わず、さまざまな生

活の場でこれまでとは違った形での暮らし方が求められ、そのことにより人々はいまだ大
きな不自由さを感じながら暮らしています。そのような中で、私たちはこれまでの教育活
動を一つ一つ見直しながら、生徒の皆さんが目的とする資質と能力を得ることができるよ
う地道に取り進めていこうと思っています。

人は皆、一人ひとり「夢の種」を持っています。中高生の皆さんには、緑豊かな広々と ▲三上拓志校長

したこの駒場の郷で、皆さんの持っている種からぜひとも色鮮やかな夢の花を咲かせて欲しいと思います。
まずは、新たな一歩として私たちと一緒に皆さんの「夢の種」をまくことから始めましょう。
進路実績

～一人ひとりに寄り添って

面接指導や小論文指導、講習も一人ひとりに合わせて丁寧に指導しています。

《令和２年度卒業生（１２０人）の主な進路実績》
主な進学先…国公立大学１０人、私立大学１８人（うち医療系４人）、私立短大２０人、
看護医療系専門学校９人、専門学校（看護医療系以外）３３人

▲校内での企業説明会

進路支援の充実！

主な就職先…管内信用金庫、農業協同組合、建設会社、社会福祉法人など２８人
～全町でバックアップ

町、商工会をはじめ多くの町内関係機関が音更高校の生徒の進路支援のために、インターンシップ、校内

企業説明会やキャリア講演会、キャリア相談などで連携・協力して、生徒一人ひとりに寄り添ってサポート
しています。また、ビジネスパーソンとしてのスキルの証である各種検定試験（簿記、英語、文書処理、電
卓、ペン字、漢字、数学、ニュース）の合格に向けて支援しています。

高大連携

～意外と知らない帯広大谷短期大学とのつながり

音更高校は、帯広大谷短期大学と教育連携協定を結んでいます。
短大が開設する「社会とコミュニケーション（単位認定科目）」
を高校在籍中に履修することで、短大の学びに触れることができ
るばかりではなく、実際に短大の単位が修得できます。
また、保育、介護のインターンシップでは、短大の教員による
実習前後の指導が受けられます。
さらに、短大へ進学の際、教育連携校として入学金の半額が免
除されます。

▲短大の授業を受ける生徒
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音更高校
だより

夢の種 特別編集版

部活動アラカルト

～高校生活≒勉強＋部活＋友情

高校生活では、勉強と同じくらい部活動が生徒を成長させてくれます。たくさんの部活動がある音更高校
は、自分を成長させる良いステージです。溢れるエネルギーを部活で燃焼させています。
◦今年は単独チームで笑顔の野球部

◦十勝大会団体戦優勝を果たした剣道部

◦図 書局＆美術部－町主催の「男女共同参画図書展。」
に絵本紹介ＰＯＰ作成で３年連続参画

◦町内の多くのイベントを盛り上げる全道に２校しかな
い管弦楽局と書道パフォーマンスの書道部

◦ド リカムウィンターファンタジア２０２０ＤＯＳＣＯに出
演したダンス部

◦音更高校の花と緑の伝統を支え、まちを彩る農業倶楽
部。他にも多くの部活動があります。

▲単独チームで試合に臨む野球部

夢の種ガーデンオープン（令和３年８月末）～地域の憩いの場づくりへ
町民の皆さんが音更高校に足を運び、親しみを感じてもらえるよう、憩いの場・交流の場として今年度「夢
の種ガーデン」づくりに着手しました。このガーデン造成は、探究活動の一つで帯広しんきんの「地元高校
生による十勝の未来づくり応援プロジェクト」の支援を受けています。
昨年はこの支援を受け、ひまわり畑を造成し、畑を
生かしたアトラクションを自分たちで考え、近隣の保
育園児を招待しました。今年はガーデン造成に挑戦。
もちろんひまわり畑も継続します。
将来的にはガーデンの奥に広がる音更高校の森と一
体的に育てていく予定です。皆さん、ぜひ足を運んで
夢の種ガーデンの「はじめの一歩」の目撃者になって
ください。生徒がまいた小さな種と音更高校の森をみ
んなで一緒に育て、町の財産にしませんか。

音更高校に行ってみよう！

▲造成中の夢の種ガーデン

～ＥＶＥＲＹＤＡＹ ＯＰＥＮ ＣＡＭＰＵＳ

音更高校のオープン・キャンパスが８月２５日㈬に実
施されました。
「暑い夏こそ！！超低温の科学（化学）」
「私たちの公
園をプランニング（環境デザイン）
」
「ミニギターでハッ
ピーバースデーを弾いてみよう！（音楽）」などタイト
ルを見ただけで、高校の授業にワクワク感を抱かせてく
れる１
１の体験講座や部活動体験が行われました。
今年のオープン・キャンパスは終了しましたが、音更
高校はいつでも見学できます。興味のある人はぜひ、ご
連絡の上、足をお運びください。

▲音更高校校舎の全容

役場企画課企画調整係（内線２１３）
問合先

キャンパス見学の問合先

北海道音更高等学校（駒場西１番地）☎４４－２２０１（事務室）、４４－２２０２（職員室）

メールアドレス ｏｔｏｈｕｋｅ－ｚ０＠ｈｏｋｋａ
ｉ
ｄｏ－ｃ.ｅｄ.ｊ
ｐ
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９月は世界アルツハイマー月間です
９月２１日は「世界アルツハイマーデー」です。認知症への理解を深め、本人や家族への施策が充実するこ
とを目的に、国際アルツハイマー病協会（ＡＤＩ）が平成６年に制定しました。また、平成２４年からは９月を

「世界アルツハイマー月間」として世界各国で啓発活動が行われており、町内でもさまざまな取り組みが行
われています。
認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって
身近なものです。まずは、認知症を知ることが、認知症の理解への第一歩です。

認知症サポーター養成講座を開催します

認知症をテーマにした展示を行います

認知症を理解し、認知症の人とその家族を見守
り「応援者」となる認知症サポーターを養成する

当事者やその家族が書いた本、当事者や家族を
支える本、絵本などを紹介します。

このガイドブックは、認知症に関する知識や情
報をわかりやすくまとめたも
のです。町ホームページから
もダウンロードできますので
▽

ご活用ください。
配布場所

 域包括支援センター、保
地
健センター内高齢者福祉課、
役場、木野支所、コミセン、
社会福祉協議会など

▽ ▽

アウトドア地域カフェにご参加ください
認知症カフェを運営する音更町柏寿協会（オレ
ンジ話花）と音更町社会福祉協議会（オレンジは
っぴぃ～）は、屋外で地域カフェを開催します。
ドリンクを飲みながらの交流など、自由に過ごす
ことができます。認知症関連動画の上映も行いま
すので、地域の人や認知症の人、その家族などた
くさんの参加をお待ちしています。
と き ９月２２日㈬、午前１０時３０分～午後０
時３０分（雨天中止）
ところ 音更町柏寿協会（柏寿台１番地５）
参加費 無料（申し込み不要）
問合先 地域包括支援センターらんらん☎６７
－７０９０

▽


音更町認知症ガイドブックをご活用ください

また、昨年度に実施した認知症に関するアンケ
ートの結果などと併せて、皆さんに役立つ情報も
お届けします。ぜひ、お立ち寄りください。
と き ９月１日㈬～３０日㈭
ところ 図書館

▽ ▽ ▽


▽ ▽ ▽ ▽ ▽


講座を開催します。認知症の症状や対応方法など
を学び、自分たちにできることを考えます。
と き ９月１５日㈬、午後６時３０分～８時
ところ 共栄コミセン
定 員 ４０人
受講料 無料
申込方法 ９月８日㈬までに、下記へ電話また
はファクスで申し込んでください。

認知症の相談窓口
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー、認知
症地域支援推進員などが認知症に関するさまざまな相談や支援を行います。認知症やその介護についての悩
みや不安がある場合は抱え込まずにご相談ください。「近隣の独り暮らしの高齢者が心配」などといった地
域住民からの相談にも対応します。
◦地域包括支援センターらんらん☎６７－７０９０
◦地域包括支援センターほほえみ☎３２－５１５１

◦地域包括支援センターロータス音更☎６７－７８６３
◦高齢者福祉課☎３２－４５６７
申込・問合先

保健センター内高齢者福祉課☎３２－４５６７ ℻３２－４５７６

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。 2021.9
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環境通信
動物愛護週間・安全運転の心がけを
ペットの適正飼養を
ごみの二重袋はやめましょう

動物愛護週間について
動物の愛護及び管理に関する法律により、動物の

安全運転を心がけましょう
９月２１日㈫～３０日㈭は、秋の全国交通安全運動期

愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるた

間、３０日㈭は交通事故死ゼロを目指す日です。

め、９月２０日から２６日まで動物愛護週間が設けら

♦高齢者の交通事故防止

れています。十勝総合振興局では、その趣旨を踏ま
え、次のとおり「動物愛護パネル展」を開催します。
▽ ▽


と

き

ところ

９月２１日㈫～２４日㈮（２３日㈷を除く）
十勝総合振興局１階啓発展示コーナー、

高齢運転者の交通事故が増えています。運転技術
を過信せず、慎重な運転を心がけましょう。
♦デイ・ライトの促進

昼間でもライトをつけ、存在を目立たせて、事故
防止に努めましょう。

内

♦夜光反射材の着用

▽


展示ギャラリー（帯広市東３条南３丁目）
容

ペットとの防災対策、譲渡した犬猫の写

真展示

歩行者や自転車は夜光反射材をつけて、自分の存
在が目立つようにしましょう。

ペットは適正に飼養しましょう
ペットは心を癒してくれるパートナーですが、飼

♦シートベルトの着用

シートベルトやチャイルドシ
ートを必ず着用しましょう。

い主は、ペットが他人に危害を加えたり、近隣に迷
惑をかけないようにする責任があります。

ごみの二重袋での排出は
やめましょう

ペットのふんの後始末について、苦情が多く寄せ
られています。ふんの放置、ペットの放し飼いなど
の迷惑行為は音更町住みよい生活環境づくり条例に
よって禁止されています。

町内で収集されたリサイクルするプラスチックご
みは、リサイクルプラザに運ばれ、資源化処理をし
ます。資源物としての質を上げるため、最終的には

音更ごみ分別アプリ配信中

人による手選別処理が行われます。この時に二重袋
（ごみ袋の中の別の袋）があると、それを手作業で
破袋しなければならず作業効率が非常に悪くなり
ます。また、プラスチックごみに危険物や分別され

▲Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ版

▲ｉ
ｏｓ版

ていないごみ、食べ残しなど
の不適物の混入が見られます。

役場環境生活課環境生活係

問合先

7

（内線５６２）、同課地域安全係
（内線５６５）

2021.9

二重袋での排出や危険物など
の混入は絶対にしないでくだ
さい。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。

