
10 月　１日　野崎　　祐　様（秋田県）
10 月　３日　中山　俊治　様（北海道）
10 月　４日　森谷　　實　様（埼玉県）
10 月　６日　田中　秀明　様（神奈川県）
10 月　８日　柳内　邦章　様（埼玉県）
10 月　９日　伊藤　康夫　様（東京都）
10 月 11 日　天野　雅之　様（東京都）
10 月 16 日　長谷　浩資　様（山口県）
10 月 18 日　山田　博史　様（神奈川県）
10 月 18 日　佐藤　利一　様（埼玉県）
10 月 19 日　小野寺良太　様（北海道）
10 月 19 日　佐藤　　稔　様（北海道）
10 月 26 日　木村　和哉　様（大阪府）
10 月 28 日　井谷　健一　様（大阪府）
10 月 30 日　小笠原さおり　様（東京都）
11 月　９日　相馬　　勉　様（北海道）
11 月 11 日　鈴木　秀幸　様（千葉県）
11 月 11 日　佐藤　一生　様（東京都）
11 月 12 日　岡田　修次　様（愛媛県）
11 月 15 日　井手　誠治　様（福岡県）
11 月 15 日　原田　哲哉　様（北海道）
11 月 18 日　田中　信幸　様（滋賀県）
11 月 19 日　池田　　靖　様（神奈川県）
11 月 19 日　菊岡健太郎　様（神奈川県）
11 月 20 日　坂本　秀明　様（熊本県）
11 月 22 日　小林　　明　様（神奈川県）
11 月 25 日　中嶋　英夫　様（東京都）
11 月 25 日　中島　利博　様（神奈川県）
11 月 25 日　川島　武久　様（東京都）
11 月 29 日　前原　　誠　様（大阪府）

　ご厚志に感謝します
　　◆ふるさと納税◆

　～ １０・１１月分の寄付申出状況 ～
　10 月分の申出状況は《189 件》、11 月分の申し出状
況は《241 件》ありました。たくさんの応援メッセージ
が幌加内町の力になり励みになります。

※広報掲載希望者のみ掲載させていただいております。

士別警察署かわら版

　｢ランサムウェア｣をはじめとした不正プログ
ラムの蔓延、不正アクセス事案やオンライン
ショップ詐欺等、国民生活を脅かすサイバー
犯罪の危険性が社会全体で大きく取り上げら
れています。サイバー犯罪の被害に遭わない
ように｢パソコンやスマホにウィルス対策ソフ
トをインストールする｣、｢身に覚えのないメー
ルの添付ファイルやURLは開かない｣、｢オン
ラインショップでの買い物
では、そのサイトが本物か
どうかよく確認する｣など注
意してインターネットを安
全に利用しましょう。

士別警察署　㈹23－0110

ストップ・ザ・交通事故
～めざせ 安全で安心な北海道～

○　余裕を持った運転を
　冬道は天候状況や積雪による渋
滞が発生するなど到着するまでに時
間がかかります。目的地までの天候
や道路状況を事前に把握して、時間
に余裕を持って出発しましょう。
○　スピードダウンと慎重な運転を
　冬道では、スリップによる正面衝
突の死亡事故が多発しています。ス
ピードダウンと路面状況にあわせた
慎重な運転を心がけましょう。
○　｢急｣のつく運転操作は危険
　急発進、急加速、急ハンドル、急
ブレーキといった｢急｣のつく運転操

問い合わせは士別警察署まで。

冬道における交通事故防止
作はスリップにつながり大変危険で
すのでやめましょう。
○　交差点に注意
　雪山で見通しが悪い交差点など
では、｢車が来ているかもしれない｣、
｢歩行者が横断しているかもしれな
い｣と危険を予測して、徐行と安全確
認を徹底しましょう。
○　悪天候に注意
　吹雪や大雪など悪天候時の運転
は、吹きだまりや視界不良による立
ち往生等の危険が伴いますので、不
要な外出は控えましょう。やむを得
ず車で外出するときは、事前に道路
状況を確認して、防寒具やスコップ
等を準備しましょう。

自衛官等募集案内

●自衛官候補生
応募資格　日本国籍を有し

採用予定月の１日現在、18歳以上33
歳未満の男女

受付期間　年間を通じて行っております。
※採用予定数に達した場合は実施しま
せん。

試験期日　平成31年3月3日（日）・4日（月）
いずれか1日

試験会場　自衛隊旭川地方協力本部
（旭川市春光町）

●自衛隊幹部候補生（一般）大卒程度試験
応募資格　平成32年4月1日現在、

日本国籍を有し、22歳以上26歳未満の
者（20歳以上22歳未満の者は大卒（見
込み含））

受付期間　平成31年3月1日（金）～5月1日（水）
試験期日　1次試験：5月11日（土）・12日（日）

（※12日は飛行要員のみ）　
試験会場　陸上自衛隊旭川駐屯地
　　　　　（旭川市春光町）

●お問い合わせ先
　自衛隊旭川地方
協力本部　南地区隊
（0166-54-5617）
又は、役場窓口まで 平成30年４月～11月までの寄付申し込み件数は《891件》です。

あなたを守る
サイバーセキュリティー
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新任保護司の紹介
　保護司は、社会奉仕の精神をもって、
犯罪をした者及び非行のある少年の改善
更生を助けるとともに、犯罪の予防のた
め世論の啓発に努め、もって地域社会の
浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄
与することを、その使命として活動して
います。
　本町では、平成３０年１１月より新たに
３名の方が保護司に委嘱されました。

木下八代恵さん
（字幌加内）

北村　和子さん
（字幌加内）

北村　貴智さん
（字幌加内）

平成31年度幌加内町奨学資金貸付制度のご案内
　幌加内町では、高等学校以上の学校に入学又は在学し、奨学金を必要とする生徒・学生に対して奨学資
金を貸与しています。（保護者が本町に在住していることなどの資格要件があります）
平成３１年度からの貸与を希望される方は、申請書に必要書類を添付のうえ、申込みしてください。
申請書類等は教育委員会の窓口にて配布いたします。
なお、奨学生及び貸与額については、奨学資金審議会にて審査し決定します。

【受付期間】　
平成 31 年３月１日（金）～４月１日（月）

～高等学校生徒下宿費等補助事業～
　高等学校生徒が幌加内町外へ入学又は在学する保護者の経済的負担軽減を図り、修学機会を確保することを
目的として、下宿等に係る費用の一部を助成いたします。（下宿等とは、下宿・アパート・寮のことを言います。）
【助成対象者】
　町外の高等学校へ入学する者で下宿等の費用を負担し生計を一にする親族

（生徒同士で居住している場合はどちらか一人の親族）
【補助金の額】
　下宿の費用が、月額３万円を超える場合に、生徒一人につき月額１万円を助成

（最大 12 万円 / 年を助成）
【対象外となる場合】
　1　下宿等の費用が３万円に満たない場合
　2　下宿等の入居が連続して１ヶ月に満たない場合
　3　下宿等に親族が居住している場合
　4　生計を一つにする親族に公租公課を滞納している者がいる場合
　5　国、北海道、他の市町村から下宿費の費用に係る助成を受けている場合
【申請に必要なもの】
　印鑑、下宿等の契約書の写し及び領収書等の写し、助成金の振込先が分かるもの
【留意事項】
　1　平成 31 年３月までに申請をお願いします。
　2　助成金のお支払いは、下宿費等の領収の確認後となります。
　3　高等専門学校及び特別支援学校高等部の対象者は、第３学年までとします。
【お問い合わせ先】
　幌加内町教育委員会　学務課　℡ 35-2177　まで

【お問い合せ・申込み先】 
 教育委員会学務課学校教育係
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双葉保育園の入所募集
　平成31年4月から、双葉保育園に入所を希望する園児を募集致します。
　新規で入所を希望される場合は保健福祉総合センター「アルク」しあわせ福祉係で申請書を受け取り、
必要事項を記入のうえ、期日までに提出してください。
　また、現在双葉保育園に入所されている園児が、継続して入所する場合にも申請書の提出が必要と
なりますので、忘れずに提出してください。
　なお、保育の要件に該当しないと判断される場合は、入所が認められないことがありますのでご了
承ください。

【申込期限】
平成31年２月28日（木)　まで

【申込場所】　
現在入所中で継続する場合・・・双葉保育園
新たに入所を希望する場合・・・保健福祉課しあわせ福祉係

【問合せ先】
保健福祉総合センター「アルク」　
保健福祉課しあわせ福祉係（電話３５- ３０９０）

　地域社会や地域農業を支える農業男子と
親交を深めたい独身女性を対象に、交流会
を開催します。
▼日時　3 月16 日（土）～17 日（日）
　　　　（1泊 2 日）
▼場所　深川市内　
▼対象　結婚相手を真剣に探している

２０歳～おおむね４０歳の独身女性
▼定員　8 人（応募多数の場合は抽選）　
▼内容　鍋・焼肉パーティー、
　　　　フロアーカーリングなど　
▼参加料　1,000 円（食事代）
　※最寄りの JR 駅から深川駅までの交通費

は負担します。
▼申込方法　NPO 法人赤い糸プロジェク

トのホームページ（http://www.cupid.
jp.net）から申し込みしてください。

▼申込期限　3 月 6 日 ( 水 ) まで　
▼問合先　NPO 法人赤い糸プロジェクト
　　　　　（☎ 0126-51-4488）
▼主催　きたそらち農協　農業振興部

冬の恋畑物語 ～参加女性募集中～
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自動車税の住所変更をお忘れなく
　自動車税は、4 月1日現在の登録に基づいて課税される
税金です。
■引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変
更登録をしてください。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　平成 31年度の自動車税納税通知書を確実にお届けする
ために、3 月中に手続きをお願いします。
■変更登録が間に合わないときは…
　上川総合振興局納税課にご連絡いただくか、道税ホーム
ページから自動車税の住所変更手続きが可能です。
【お問い合わせ先】
上川総合振興局納税課（℡：0166-46-5100）

せいわ温泉
� ルオント入浴料
大人500円→400円
子供250円→200円

そばジェラート
��� 50円引き
平成31年3月31日まで有効
※有効期限内、何度でも
　利用可。
　他サービス券等の併用不可

※クーポンは切り取り、ご提示願います。

扌

　日頃より、道の駅
「森と湖の里ほろかな
い」をご利用いただき
ありがとうございます。
道の駅では、町民の皆
様に対して毎月クーポ
ンを発行することとい
たしましたので、ご利
用いただきますようお
願いいたします。

道の駅クーポン

林地台帳制度が4月からスタートします

　平成28年５月の森林法一部改正により創設され
た林地台帳制度が、４月から運用開始となります。
　林地台帳は、森林の土地の所有者や林地の境界に
関する情報などを市町村が整備し、公表するもので
す。
　申請により、林地台帳及び地図の閲覧（所有者情
報除く）ができます。
　また、所有者又は森林経営計画の認定を受けてい
る者は、申出により、所有者情報を含む情報提供を
受けることができます。
　なお、林地台帳及び地図は、森林の土地の権利や
所有の境界を確定するものではありません。また、
森林の土地の売買等に係る証明資料として用いる
ことはできません。

　【お問い合せ】
　役場産業課林務係
　（℡：0165-35-2122　内線134・136）

　エゾシカ狩猟期間中（地域によって異なります
が、一般的には 10 月１日から３月 31 日まで）は、
多くの狩猟者が道有林へ入林します。
　狩猟に伴う事故防止のため、この期間中の狩猟
目的以外での入林はお控えくださるようお願いし
ます。
　エゾシカによる狩猟等被害を
低減するため、皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

【お問い合せ】
北海道水産林務部森林環境局道
有林課道有林管理グループ
担当：山本、河本、朝倉
〒 060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
℡：011-204-5519（直通）

狩猟期間中における
道有林への入林自粛について

【夜間窓口の開設について】
　下記の日程で開設致しますので、
是非ご利用ください。

日にち 開設時間 場　所

3月6日（水）
3月7日（木）午後8時まで

役場総務課
税務係
「窓口」

日にち 開設時間 場　所

2月26日（火）午前10時から午後　3時まで 朱鞠内支所

2月27日（水）午前11時から午後　2時まで
母子里コミュニティ
センター

2月28日（木）午前10時から午後　2時まで
政和コミュニティ
センター

【北部地区　確定申告相談会の実施について】
　下記の日程で実施致しますので、是非ご利用くだ
さい。

確定申告　夜間窓口及び相談会について
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　平成 30 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び
申告書の受付が２月18日 (月 )から始まります。
　平成 30 年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の確定申
告書の提出期限は３月15日 (金 )、消費税及び地方消費税（個人事
業者）の確定申告書の提出期限は４月１日 (月 )です。
　確定申告書は、「前年の申告書控え」や「確定申告の手引き」など
を参考にご自分で作成し、お早めに提出してください。
　確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送等に
より提出することができます。
　「確定申告書等作成コーナー」には、給与所得や年金所得のみの方専用の初めての方でも操作しや
すい画面もありますので、是非ご利用ください。
　郵送により提出される方は、封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を記載し、「申告書等
集中処理担当部署」宛に送付してください。
　税務署の確定申告会場にお越しの際には、「前年の申告書控え」、確定申告に必要な書類及び印鑑
をご持参ください（「確定申告のお知らせ」が届いている方はそのお知らせも持参してください）。
　なお、確定申告書には申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。
詳しくは、深川税務署（℡ 0164-23-2191）へお尋ねください。
　税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日）は、税務署での確定申告の受付は行っておりませんので、ご
注意ください。
　また、申告書の作成には時間がかかりますので、税務署の申告会場にお越しの際は、なるべくお早
めにお越しください（相談受付時間：平日の午前９時から午後４時まで）。

【e-Taxの利用手続がより便利になります！】
　平成 31年１月から、個人納税者の方の e-Tax 利用をより便利にするため、以下の２つの方式ができ
るようになりました。
　①　マイナンバーカード方式
　　　マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又は e-Tax ホームページなどから e-Tax へログ

インするだけで、e-Tax の利用を開始し、申告書等のデータが送信できるようになりました。
　②　ＩＤ・パスワード方式
　　　マイナンバーカード及びＩＣカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員と

の対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」
に記載された e-Tax 用のＩＤ・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」から e-Tax による送信ができるようになりました。

　〔お問合せ〕深川税務署　℡ 0164-23-2191

【確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です！】
　申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。
　また、マイナンバーを記載した申告書を提出する都度、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は写
しの添付が必要です（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。）。
　※　e-Taxで申告書等を送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
　【本人確認書類の例】
　　例１　マイナンバーカード
　　例２　通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など
　〔お問合せ〕深川税務署　℡ 0164-23-2191

【確定申告が始まります】【確定申告が始まります】【確定申告が始まります】
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　現在、幌加内町から町民の皆様が受診する際に、人間ドック料金を、幌加内町民向けに通常料
金より安価で受診出来る医療機関が、２箇所あります（申込みの際には、医療機関にその旨をお
伝えください）。

医療機関名
１　旭川市「吉田病院」　　
住　　所／旭川市４条西４丁目	 　　　電　　話／ 0166-23-0685　
通常料金／４１，０４０円　　幌加内町民料金　３６，７２０円（税込み）　
月曜日から土曜日まで受診できます。お申込みは、個人でお願いします。
その他に 4 月～１０月末までの間であれば、申込みの際に送迎希望をすれば、一人から送迎
をしてくれます。出発は７時３０分（役場前を予定）　１４時ないし１５時に幌加内まで送っ
てくれます。また、ＣＡ１２５- 卵巣がん又はＣＡ 19-9 すい臓がんの腫瘍マーカー検査が選
べます。（無料）

２　旭川市「旭川厚生病院」　　
住　　所／旭川市１条通 24丁目 111番地 3	 	 電　　話／ 0166-33-7171　
通常料金／４３，２００円　　幌加内町民料金　３７，８００円（税込み）　
月曜日から土曜日まで受診できます。お申込みは、個人でお願いします。

＊不明な点のお問い合わせは、保健福祉課　電話　35-3090 までお願いします。

旭川市での人間ドック受診について

　幌加内町に住所を有する 35 歳以上の方を対象に、人間ドック費用の一部を助成しております。

【助 成 額】　人間ドック受診料のうち 20,000 円を限度に助成します。
※助成は年度内（Ｈ 30年 4月～Ｈ 31年 3月末まで）に受診した分の 1 回のみ
です。
※各種の健康保険から人間ドック受診に係る費用負担を受けた場合は、これを差し
引いた額になります。費用負担額について不明な場合は、受診先の医療機関等に
確認させていただく場合もございますので、ご了承ください。

【申請方法】　人間ドックを受診した際に、一度医療機関で支払いをしていただいてから、役場の
窓口で払い戻しの申請をする必要があります。

（必要書類）
　① 人間ドックにかかった費用の領収書
　② 各種健康保険から人間ドックに係る助成を
　　 受けた場合には、助成額がわかる証明書
　③ 人間ドック健診データの写し
　④ 印鑑
　⑤ 振込先の金融機関がわかる書類（通帳等）

（申請窓口）
　① 幌加内町国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者の方
　 　　　　　　→　役　場　住　民　課　　　電話　35-2124
　② ①以外の方→　アルク　保健福祉課　　　電話　35-3090

人間ドック受診助成事業について

30年度の申請についての注意
平成31年3月末までに受診された方は、平成31年4月12日（金）までに忘れず
に申請してください。

町で実施する健診
（集団検診、送迎
バス健診）を受け
られた場合は、人
間ドック助成は利
用できませんので
ご注意ください。
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消防団員になってみたい、住むまちのことだから頑張りたい
とお考えの方。
消防団員は・・・

○必要な制服と装備が貸し与えられます。
○災害や訓練の出動により各種手当が支給されます。
○自宅や職場から現場に駆けつけ活動を行う、非常勤特別職地方公務員となります。
○消防団活動中に怪我などをした場合の公務災害補償制度があります。

　幌加内消防団は現在、髙山友樹団長以下４１名が所属しており、消防車６台で各種
災害に備えています。
消防団員になりたい方は、お知り合いの消防団員または幌加内支署消防団係までお問
い合わせください。
　　お問い合わせ先：深川地区消防組合深川消防署幌加内支署消防団係
　　　　　　　　　（℡：0165-35-2246）

自分のまちを災害から守るために、消防団は、いろいろな人たちのチカラで成り立っています。

急募!! 幌加内消防団員

消防法令違反対象物公表制度が始まります
　平成３１年４月１日から、深川地区消防組合（深川市・妹背牛町・秩父別町・
北竜町・沼田町・幌加内町）で違反対象物公表制度が始まります。
　管内に所在する百貨店、ホテル・旅館、病院・福祉施設など不特定多数の
人が出入りする建物のうち、重要な消防用設備の設置義務違反（屋内消火栓
設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の未設置）がある建物を、ホー
ムページで公表する制度です。
　重要な消防用設備の設置義務違反がある建物に対して、深川地区消防組合
が命令を行った場合に、その建物の所在地、名称等を利用者や近隣の皆様の
安全のためにお知らせします。
　幌加内町ホームページでは、町内に所在する違反対象物のみが公表対象と
なります。
　なお、平成３０年１２月３１日現在、幌加内町内に公表の該当となる違反は
ありません。
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　毎年、屋根からの転落や落雪による事故が多く発生しています。
　除雪などによる事故を未然に防ぐためには、日頃からの心がけが大切です。

除雪などによる被害防止のために

◆　屋根の雪下ろし
□　雪下ろしは、一人ではなく複数人で声をかけあって！
□　靴やはしごには滑り止めを、腰には命綱を着けて屋根の上での

作業、はしごの上り下りには気をつけて！
□　晴れた日ほどご用心！（雪と一緒に転落す

る恐れ）
□　落とす雪の近くに人がいないか、周囲を確

認！
□　屋根の周りに雪をのこして雪下ろし！
□　万一に備え、必ず携帯電話を身につけて！

除雪による事故から身をまもりましょう
～道内の雪による死傷者は、除雪作業中に最も多く発生しています～

～ 北海道庁からのお知らせ ～

◆　除雪
□　健康に注意！ 無理な作業はしない。
□　服装に注意！ 機械への巻き込まれ防止。
□　除雪機のトラブルはエンジン停止！
□　除雪器具はこまめな手入れと点検を。

雪による死傷者の多くが高齢者、屋根などからの転落によるものです！

～昨冬の除雪中の死亡事故の事例～
○屋根の雪下ろし中に転落し、生き埋めになった。

○物置の屋根の雪下ろし中に屋根を踏み抜き、落下した。

○建物と除雪機にはさまれた。

など
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農業技術センターの仕事をご紹介します
昨年度までに実施した試験の結果を一部ご紹介します。
本年度の結果は 2 月 21日に行われます農業関連試験報告会や、報告書でご覧いただけます。

技術センター試験圃、現地
圃場における、過去 5 年の
播種期別収量調査結果。6
月 1 日～ 6 月 10 日の播種
で収量が安定している。

土壌中の窒素量と、追肥の
有無が収量に与える影響を
調べた試験。いずれの場合
も、追肥を行った方が収量
が高くなっているが、土壌
中の窒素量が少ない場合、
特に効果が顕著である。

効果の高いそばへの追肥
時期を調べた試験。着蕾
期または開花始 2 週間後
ころの追肥で高い効果が
出ている。草丈に影響は
見られないが、倒伏等の
懸念は残る。

5 H30 H29 H28 H27 H26

5 20 72.325 99.1 52 73.9 64.3

6 1 108.08 36.2 126.2 134.3 151.4 92.3

6 10 108.74 47.3 126.4 97.2 190.6 82.2

6 20 87.64 30.3 94.9 112.4 152.3 48.3

6 30 82 41.6 70.1 102.6 150.1 45.6

7 10 49.6 13.3 62.4 102 20.7
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