エキノコックス症の予防
私たちの住んでいる北海道には、エキノコックス症
という、道外ではあまり見られない病気があります。
この病気は、エキノコックスという名前の寄生虫が主
に肝臓に寄生しておこる病気で、道内では毎年20名前
後の患者が見つかっています。
エキノコックス症は、エキノコックスの卵に汚染
された山菜や沢水などを直接口にしたり、卵が付着
した手指を介して感染します。
エキノコックスの卵は、直径0.03ｍｍの球体で肉
眼では見えませんが、十分な加熱や水洗い（手洗い）
で、感染を予防することができます。
人にエキノコックスが感染しても、すぐには自
覚症状が現れず、数年から10数年の潜伏期を経て、
上腹部の不快感や膨満感が現れ、しだいに肝機能障
害に伴うだるさや黄疸等の症状が現れ、放っておく
と肺や脳に病巣が転移したり、命にかかわることも
あります。
エキノコックス症は、予防できる病気であり、早
期発見、早期治療が大切です。
北海道での生活が５年以上で検診を一度も受けた
ことがない方や５年以上検診を受けていない方、特
に、キツネに触れたことのある方や野ネズミを補食
したことがある犬の飼い主など感染のおそれがある
方は、村が実施する健康診断（血液検査）を積極的
に受診しましょう。また、この健康診断で感染の疑
いがあった人は、道が委託している医療機関で精密
検査を受けることができますので、詳細は、村又は
富良野保健所に御相談ください。
問 住民課保健予防担当 ☎ 56-2122
問 富良野保健所 ☎ 23-3161
■入 居 資 格
次の条件を満たす方が申し込むことができます。
●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。
●月収が15万8000円以下の方。
（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除
等の金額を引き、残りの額を12ヶ月で割った金額
が15万8000円以下の方）
※敷金の納入が必要です。
※連帯保証人が２人必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方。
 居される世帯の収入等に応じて
■家
賃 入
決定されます。
■入 居 可 能 日 概ね７月１日（水）
■入 居 決 定 入居者選考委員会の審査によりま
す。
■申込受付場所 建設課建築担当
トマム支所
■お問い合わせ 建設課建築担当 ☎ 56-2172
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、家賃の支払
いが困難な場合は担当までご相談ください。
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知ってますか？
道の「苦情審査委員」制度
道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、
『北海道苦情審査委員』制度です。
皆さん自身の利害に係わる苦情であれば、『苦情
審査委員』に申立てができます。
皆さんに代わって、『苦情審査委員』が公正で中
立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査
等を行います。
審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題が
あるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
①苦情申立の窓口は、道庁の『道政相談センター』
か各総合振興局（振興局）総務課です。
②苦情申立書の付いたリーフレットを用意していま
す。
③ホームページからでも申立書をダウンロードでき
ます。
→道トップページの『総合案内』の
道政相談等の窓口
→『2 苦情審査委員の窓口』の
道政に関する苦情申立ては、北海道苦情審査委員へ
→ 4 苦情申立てについて(申立書はこちら)
④申立て方法は、『苦情申立書』に必要な事項を記
入し、提出してください。
また、郵送、ファックス、メールでも申立てがで
きます。
⑤問い合わせ先
・北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
☎ 011-204-5523（直通）
fax 011-241-8181
✉ kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

村営住宅等入居者募集のご案内

募集団地

受付期限６月15日（月）

●中央地区
10戸
○川添団地 ３ＬＤＫ １戸
○中央団地 １ＬＤＫ １戸
３ＬＤＫ ２戸
○第２美園団地
３ＬＤＫ
○第２千歳団地※ ４ＬＤＫ
○第２中央団地※ ２ＬＤＫ

２ＬＤＫ ２戸

１戸
２戸
１戸

※第２千歳団地、第２中央団地は所得基準が異なります。
詳しくは建設課建築担当へお問い合わせください。

●トマム地区 ５戸
○ト マ ム 団 地 ３ＬＤＫ ２戸
○第２トマム団地 ３ＬＤＫ ２戸
○第３トマム団地 ３ＬＤＫ １戸

○トマム地区の夫婦世帯向け村有住宅
３ＬＤＫ ２戸

※こちらの住宅は入居基準、入居可能日が異なります。
詳しくは建設課建築担当へお問い合わせください。

美しく豊かな北海道のやまなみを
未来に引き継ぐために
自然豊かな北海道の山岳環境では、本州以南では生
息しない北方系の野生動物や北海道にしか生育しない
希少な高山植物などが見られます。
しかし、近年の登山ブームによる登山者の増加に伴
い、北海道の一部の地域では、登山道から外れての植
物の踏みつけ、登山の記念に「つい、一株」といった
摘み取りや株ごと持ち出す盗掘、し尿やティッシュペ
ーパーの散乱が目立つなど、環境の悪化が進んでいま
す。
登山をされる方は、ひとりひとりがルール・マナー
を守り、美しく豊かな北海道のやまなみを守りましょ
う。また、最近、自然公園の公共施設の看板や道標な
どに落書きされているのが見受けられますので、絶対
に落書きはやめてください。
問 北海道環境生活部環境局自然環境課公園利用係
☎ 011-204-5204

時

６月24日（水） 10時00分～10時50分
11時00分～11時50分
場 所 占冠村役場内
申 込 ６月23日（火）の午後３時までに電話、
FAX、メールで予約してください。
相談料 無料
問 自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
〒078-8231 旭川市豊岡１条２丁目１-16
☎ 0166-38-8800 FAX 0166-33-0021
メール anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

運転免許更新時講習会
富良野地域人材開発センター
〒076-0055 富良野市西麻町1番1号
☎ 22-2619
■優良講習（30分）
◎６月５ 日（金） 13時～
◎６月15日（月） 13時～
■一般講習（１時間）
◎６月５ 日（金） 14時～
◎６月15日（月） 14時～
■違反講習（２時間）
◎６月10日（水） 13時～
◎６月25日（木） 13時～

近年、必ずしも急を要さない軽症患者がコンビニ
感覚で救急医療機関を時間外受診したり、安易な救
急車の利用が増える傾向にあります。
このような状況が続くことにより、重症患者の医
療に影響を及ぼしたり、救急医療機関に勤務する医
師が疲弊し退職してしまうなど、救急医療はいま、
さまざまな社会問題に直面しています。
救急医療機関は、休日や夜間における緊急処置が
必要な患者さんに治療を行うための医療機関であ
り、通常の診療時間帯と違い、医療スタッフが少な
いことなどから、限られた治療しか行うことができ
ません。
日中から症状のある方や家庭での応急処置で様子
を見られるような軽い症状の方は、通常の診療時間
帯に受診するよう心がけてください。

あなたの無線機器は大丈夫？

生活・仕事相談会のお知らせ
日

救急医療の適切な利用について

インターネット通販や海外から持ち込んだ外国規
格の無線機は、テレビや重要な無線通信に妨害を起
こす恐れがあるため国内では使用できないものがあ
ります。
購入の際には必ず『技適マーク』がついているか
確認の上購入してください。
電波に関する困りごとやご相談は、下記までお問
い合わせください。
問 総務省 北海道総合通信局
☎ 011-737-0099
受付時間 8:30～12:00、13:00～17:00
※土日祝日を除く

占冠村の放射線量の状況（５月分）
測定日

令和２年５月７日
【単位：マイクロシーベルト毎時】
測定場所
測定時間 天候
測定値
中央小学校グランド
15時13分 晴
0.038
双民館グランド
13時25分 晴
0.049
占冠地域交流館グランド 13時46分 晴
0.048
占冠保育所グランド
13時37分 晴
0.042
トマム学校グランド
14時30分 晴
0.031
トマム保育所グランド
14時35分 晴
0.048

※北海道の空間放射線率モニタリング結果（上川総合振興局
0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。
「北海道の空間放射線率モニタリング結果」は、下記のホー
ムページで公開されています。
『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/
問 総務課総務担当 ☎ 56-2121
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