
■注意事項
・現在販売されております、お得な回数券（１１枚綴り）は引続き販売を

行っておりますのでご利用いただけます。
※チケットでの支払時における差額につきましては、現金でお支払い下さい。
例：（一般）1,000円チケット１枚+100円→1,100円
例：（高齢者）800円チケット１枚+80円→880円

ほろみん号
４月１日木より

運 賃 改 正

改定後 現料金
一　般 1,100 円 1,000 円
高齢者

（65歳以上） 　880円 800円
障害者等 550円 500円

　今後も「ほろみん号」が町民の皆さんに満足いただけるよう、一層のサービス向上を目指してまいります。
　利用方法等でご不明な点がございましたら、幌加内町役場地域振興室（0165-35-2121）へご連絡下さい。

10 月　4 日　岸　　秀典　様（東京都）
10 月　5 日　高木　　健　様（三重県）
10 月　6 日　佐々木　潔　様（東京都）
10 月　6 日　江端　康二　様（大阪府）
10 月　6 日　日向　　純　様（北海道）
10 月　6 日　浦邉　朱鞠　様（東京都）
10 月　6 日　松田　　望　様（大分県）
10 月　6 日　WU　YUEREN　様（大阪府）
10 月　7 日　さっぽろ幌加内会　会長

内山　建夫　様（北海道）
10 月　８日　笹山　裕嗣　様（北海道）
10 月　８日　緑川　文恵　様（東京都）
10 月　８日　中川　雄太　様（北海道）
10 月　８日　大森　　均　様（東京都）
10 月　９日　永井　一郎　様（東京都）
10 月 10 日　矢島　勇太　様（東京都）
10 月 11 日　佐久間研二　様（北海道）
10 月 11 日　嶺岸　悠子　様（北海道）
10 月 12 日　紺野　晃一　様（北海道）
10 月 16 日　梁川　恆司　様（北海道）
10 月 17 日　三村　　佳　様（北海道）
10 月 19 日　川島　武久　様（東京都）
10 月 19 日　椿　　康司　様（愛知県）
10 月 22 日　旭川幌加内会　会長

三嶋　幸利　様（北海道）
10 月 23 日　海老原北斗　様（三重県）
10 月 24 日　徳永慶一郎　様（東京都）
10 月 26 日　近藤　龍一　様（東京都）
10 月 26 日　山中　昭弘　様（京都府）
10 月 30 日　小渡　健司　様（青森県）
11 月　３日　花牟礼茂人　様（青森県）
11 月　４日　佐藤　仁宣　様（東京都）
11 月　４日　齊川　　隼　様（大阪府）
11 月　５日　高藤　大輔　様（埼玉県）
11 月　６日　伊藤　　寛　様（埼玉県）
11 月　６日　相馬　　勉　様（北海道）

　ふるさと納税のご厚志に感謝します
　 １０月分《３１８件》、１１月分《５２５件》の受領証明書を発行させていただきました。

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。

11 月　６日　伊藤　佑香　様（東京都）
11 月　６日　宮中　千恵　様（北海道）
11 月　６日　石原　伸悟　様（徳島県）
11 月　６日　北村　和典　様（青森県）
11 月　７日　瀧澤　一喜　様（神奈川県）
11 月　８日　佐藤　康之　様（千葉県）
11 月 10 日　関野　修一　様（神奈川県）
11 月 10 日　本田　真人　様（東京都）
11 月 11 日　吉本　武司　様（埼玉県）
11 月 12 日　倉知　正和　様（東京都）
11 月 16 日　CITTI　GIANPIERO　様（東京都）
11 月 16 日　渡邉　美緒　様（東京都）
11 月 17 日　富樫　啓一　様（北海道）
11 月 17 日　佐藤　　稔　様（北海道）
11 月 18 日　梶間幹一郎　様（埼玉県）
11 月 18 日　狭間　陽一　様（埼玉県）
11 月 19 日　上川　　渉　様（栃木県）
11 月 19 日　金城　光紀　様（神奈川県）
11 月 20 日　道海　秀則　様（神奈川県）
11 月 20 日　渡部　健吾　様（神奈川県）
11 月 22 日　井手　誠治　様（福岡県）
11 月 22 日　霜田　紀昭　様（東京都）
11 月 22 日　駒木　　寛　様（東京都）
11 月 22 日　田村　千尋　様（東京都）
11 月 22 日　茂住　昭太　様（埼玉県）
11 月 24 日　鈴木　幸子　様（千葉県）
11 月 25 日　八畑　孝哲　様（兵庫県）
11 月 27 日　田中　信幸　様（滋賀県）
11 月 27 日　半場　貴光　様（北海道）
11 月 28 日　田中　清一　様（神奈川県）
11 月 28 日　辻　　　恒　様（広島県）
11 月 29 日　松村みゆき　様（大阪府）
11 月 29 日　金澤　卓弥　様（北海道）
11 月 30 日　橋本　　亨　様（千葉県）
11 月 30 日　岩波　金夫　様（東京都）
11 月 30 日　小松　綾子　様（北海道）
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　令和 3 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】
令和 3 年２月 26 日（金 )　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

【お問い合わせ先】
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）

双葉保育園の入所募集について

　幌加内町に住所を有し、当該年度において満 35 歳以上になる方を対象に、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（R2 年 4 月～Ｒ 3 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

Ｒ2年度の申請についての注意
令和3年3月末までに受診された方は、令和3年4月16日（金）までに忘れずに
申請してください。期日までの申請が難しい場合は、役場住民課もしくはアル
ク保健福祉課までご相談下さい。

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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■ 高額介護合算療養費について
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたとき
は、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、手続きには市区町村窓口への申請が必
要となります。
○　後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
○　支給額が５００円以下の場合は支給されません。

１. 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
２. 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

後期高齢者医療制度のお知らせ
～　医療費通知及び高額介護合算療養費について　～

◆ 自己負担限度額表 【１年分の自己負担額の計算期間：令和元年８月１日～翌年７月 31 日】

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

３割  現役並み所得 
【課税所得 690 万円以上】２１２万円
【課税所得 380 万円以上】１４１万円
【課税所得 145 万円以上】　６７万円

１割
一般 56 万円

住民税非課税世帯
区分Ⅱ（※１） 31 万円
区分Ⅰ（※２） 19 万円

 北海道後期高齢者医療広域連合
　住所  〒 060-0062
   札幌市中央区南２条西 14 丁目　国保会館６階
   電話：011 － 290 － 5601

お住まいの市町村
幌加内町役場住民課後期高齢者医療係
電話：0165 － 35 － 2124

■ 医療費通知を全受診者へ送付しています
　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を年２回、対象期間に医療機関
等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付します。
　これは、医療機関の窓口でお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支払われてい
ることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいて
は被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。
○医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など皆様の健康増進に役立つ情報をお知らせします。

【イメージ図】
受診年月 診療を受けた医療機関等 診療区分 日数 医療費の総額 自己負担額

食事療養・生活療養費
回数 費用額 標準負担額

令和２年１月 〇〇病院 医科外来 １ 18,000 1,800

令和２年２月 ××薬局 調剤 １ 10,000 1,000

令和２年３月 △△病院 医科入院 ５ 202,000 20,200 15 11,490 6,900

合計 230,000 23,000 11,490 6,900

※このお知らせは、医療費
控除の申告手続きで医療
費の明細書として使用す
ることができます。

※医療費控除の申告に関す
ることは、税務署にお問
合せ下さい。

◆ 注意事項
○ 医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されていない場合があります。
○ 自己負担額は、医療費助成を受けた場合、記載している金額と実際にご自身が負担された金額が異なる事があります。
○ このお知らせは、皆様の受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。また、特に手続きなど行っ

ていただく必要はありません。

◆ 発送月・対象診療月
発送月 診療月

令和３年１月（上旬） 令和２年１月～９月
令和３年２月（下旬） 令和２年１０月～１２月

※昨年度までと１回目の発送時期が変わります。
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　令和２年分の確定申告の受付が２月１６日 ( 火 ) から３月１５日（月）までとなっております。
　確定申告書は、「前年の控え」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、e-Tax（電子申告）
で送信又は印刷して郵送等により提出することができます。
　郵送による提出は、封筒に事業所個別郵便番号（〒０７８－８５０７）を記載し、「旭川中税務
署内　申告書等集中処理担当部署（深川税務署）」宛に送付してください。
　税務署にお越しの際には、「前年の控え」、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、税務署の確定申告会場へ入場する際には、検温を実施するほか、マスクの常時着用、
手指の消毒をお願いします。
　申告書には、ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。
　税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、申告の受付は行っておりませんので、ご注意ください。

確確 定定 申申 告告 が始まりますが始まります

【確定申告会場における入場整理券方式について】
　深川税務署の確定申告会場へ入場する際には、会場内の混雑緩和のため、入場できる時間枠
が指定された「入場整理券」が必要です。
　入場整理券は、確定申告会場で当日配付するほか、通信アプリ『ＬＩＮＥ』で、国税庁の公式
ＬＩＮＥアカウントを「友だち追加」した上で、オンラインによる事前発行も可能です。
　なお、入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があるほか、電話や
窓口などで入場整理券の事前発行を行っておりませんので、ご注意ください。
　入場整理券の当日の配付状況につきましては、２月16 日（火）から、国税庁ホー
ムページ「令和２年分確定申告特集」にて掲載開始を予定しております。

（国税庁ホームページ：『https://www.nta.go.jp』）

【医療費控除の提出書類が簡略化されました】
　令和２年分の確定申告から、医療費の領収書を添付又は提示では、医療費控除を受けること
ができません。
　医療費控除を受けるためには、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局の名称」ごとに、令和
２年中に支払った医療費を合計した「医療費控除の明細書」の添付が必要となりますので、ご
自宅などで事前の作成をお願いいたします。
　なお、医療費の領収書は、５年間保存する必要があります
　また、医療費通知（「医療費のお知らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略することが
できます。

【確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です！】
　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。
　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。
　〔お問合せ〕深川税務署　℡ 0164-23-2191

国税庁ＨＰ
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令和２年分確定申告における
新型コロナウィルス対策のお願い

１．受付時の混雑の緩和のため、自申告書作成のうえご来庁く
ださい。特に医療費の申告に時間を要するので、明細書の
作成にご協力お願いいたします。

※詳しい医療費控除の対象等につきましては、確定申告の手引
が税務係窓口に有りますのでご自由にお持ちください。

２．確定申告用紙の提出を行うとき、税務係窓口の受付に確定
申告者の名前と日中繋がる電話番号を記載し、提出して下
さい。

３．ご来庁前には、体温を測り、37.5℃以下であることをご確認ください。
ご来庁時には、正面玄関等で手指の消毒を行ってから窓口にお越しください。

　今回のお願いに関しましては、新型コロナウィルスの感染予防としまして、非接触を目指して
いくためのものであります。
　住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。

　〔お問合せ〕役場住民課税務係　℡ 35-2124

　今回のお願いに関しましては、新型コロナウィルスの感染予防としまして、非接触を目指
していくためのものであります。
　住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

　〔お問合せ〕役場住民課税務係　℡ 35-2124

印
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自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
　自動車税種別割は、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）
　令和３年度の自動車税種別割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…
　札幌道税事務所自動車税部にご連絡いただくか、道税ホーム
ページから自動車税種別割の住所変更手続きをしてください。

【お問い合わせ先】
札幌道税事務所自動車税部（℡：011-746-1197）

国民健康保険税第４期納期限は
３月１日（月）です

　「納税通知書」がお手元にある方で、口座振替をご利
用ではない方は、納付通知書をお持ちの上、納期限まで
に納付をお願いします。
　また、口座振替をご利用の方は、口座残高の確認をお
願いします。

 － － － － － － 納付場所 － － － － － － 
北空知信用金庫本支店、きたそらち農業協同組合幌加内支所

役場出納窓口、役場朱鞠内支所

 － － － － － お問い合わせ － － － － － 
役場住民課税務係　ＴＥＬ 35-2124（内157）

森林作業者やアウトドア愛好者の皆様へ

冬もヒグマに注意！

○ヒグマは冬期間、山林内の地中に掘った穴の
中など（冬眠穴）で冬眠しますが、周囲の音
や振動などで目を覚ますことがあります。

○ヒグマの冬眠穴は、北海道内の山林ならどこ
にでもある可能性がある一方で、雪に覆われ
ているなどにより、外見から冬眠穴を見つけ
ることは困難です。

○森林施業に伴う作業や山スキーなどの野外活
動は、冬眠中のヒグマを起こす原因となる可
能性があり、その結果、人身事故に至ること
があります。

○山野で活動する際は、冬期であっても常にヒ
グマの存在を意識するとともに、足跡などの
痕跡などがないか十分に確認しましょう。

○活動する地域のヒグマの生息状況などについ
て、事前に市町村役場
や北海道猟友会支部な
どから情報収集するよ
うにしましょう。

一般的にヒグマは冬眠しますが、冬は
絶対にヒグマに遭遇しないということ
ではありません。

あなたがヒグマの事故に遭わないために、
冬の間は次のことに注意してください

２２２２ February イベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダー

全館禁煙Free Wi-Fi 電源Free

ルオント スタンプDay（スタンプ５倍）・・・入浴者全員対象（月末）実施
レディース スタンプDay（スタンプ２倍）・・・女性全員
ファミリー スタンプDay（スタンプ２倍）・・・家族全員対象
誰でも スタンプDay（スタンプ２倍）・・・入浴者全員対象

＊他スタンプDay及び割引、サービスとの併用不可足湯（無料）

※２月14日（日）はValentine's Day 企画
男性入浴者にミニチョコプレゼント!!

（ 無くなり次第終了させて頂きます）

162021.2

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

7 8 9 10 11(建国記念の日) 12 13
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
十割そばフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

14 ※ 15 16 17 18 19 20
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

21 22 23(天皇誕生日) 24 25 26 27
十割そばフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

休館日
平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

ファミリースタンプ 
Day（２倍）

誰でもスタンプ
 Day（２倍）

レディーススタンプ
Day（２倍）

28
十割そばフェア
ルオントスタンプ 

Day（５倍）

【平日限定ランチ 11:30 ～ 14:00 】１日 20 食限定
知床ポークと牛

ご ぼ う
蒡の冷蕎麦 カリカリ梅おかか御飯付き ( 小 ) 

1,000 円税込
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士別警察署かわら版

士別警察署　㈹23－0110

○　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。

問い合わせは士別警察署まで。

冬道での交通事故防止
○ 「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。

　ストップ・ザ・交通事故防止～めざせ　安全で安心な北海道～

　例年冬期間は道路の除排雪の妨げとなる違法・迷惑駐車が増えています。自宅などの
駐車場が積雪により止められなくなるなど道路上に止める場合がありますが、冬期間は
道路が狭隘となっているので、除雪の邪魔になる他、救急車・消防車が通行できなくなる
場合があり、人命を左右する事態に直結します。迷惑や違法駐車は絶対にやめましょう！

違法・迷惑駐車をやめましょう

　士別地区広域消費生活センターでは、悪質商法などの消費者トラブルに対応するため、士別市、和
寒町、剣淵町、幌加内町にお住まいの方が利用できる相談窓口を開設しています。
　消費者と事業者間のトラブルや問合せ、また製品事故や製品不良に関することなどを、公正な立場
で専門の相談員が、解決に向け助言や情報提供、斡旋を行い処理にあたっています。
　近年、悪質商法の手口がより巧妙・複雑化し、特殊詐欺やインターネット通販などの契約トラブル
が多発しています。
　一人で悩まず、まずは早めにご相談ください。相談は無料です。

所　在：〒 095-8686　北海道士別市東 6 条 4 丁目　士別市役所市民自治部自治環境課内
開所日：月曜日から金曜日（土日祝祭日年末年始等、閉庁日を除く）
時　間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
　　　　相談専用メールアドレス：shohi-sos@city.shibetsu.lg.jp

電話：0165-23-3820（消費生活相談直通）
消費者ホットライン「１８８」　※局番は不要です。
　消費者ホットラインは「だれもがアクセスしやすい相談窓口」として、消費者庁が開設。
　平日におかけいただくと、士別地区広域消費生活センターにつながります。

■来所相談：スムーズな相談対応のため、事前に当センターに電話でご相談ください。
■電話相談：相談内容によっては、当センターに来所をお願いする場合もあります。
■電子メールでの相談
　相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象に、電子メールでの消費生活相談を実施しています。
電子メールによる相談については、記入された相談内容をもとに、5 日以内にメールで回答しますが、
相談内容によっては、当センターに直接お電話、来所をご案内する場合があります。
　相談者の情報（氏名・住所・電話番号・性別・年齢・職業・メールアドレス）、トラブルとなった経緯、
事業者名、購入商品やサービス、契約日など、できるだけ詳細を必ず記入し、ご相談ください。
　相談専用メールアドレス：shohi-sos@city.shibetsu.lg.jp

消費生活相談窓口のご案内
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令和２年度自衛官候補生募集令和２年度自衛官候補生募集令和２年度自衛官候補生募集

「北海道コンサドーレ札幌」による
新成人をお祝いする取り組み

◆選手による新成人へのお祝いメッセージ
　宮澤選手（主将・伊達市出身）、濱選手（札幌市出身・2021シーズンからカター
レ富山へ 　期限付き移籍）から新成人のみなさまへメッセージをいただきました！

◆道内の新成人を対象とした2021シーズンホームゲーム招待
　対　　象：平成12年（2000年）4月2日
　　　　　　～平成13年（2001年）4月1日に生まれた方
　内　　容：2021シーズンコンサドーレホームゲーム無料招待（1人1回限り）
　申込方法：クラブ専用申込フォームから申込
　　　　　　https://www.consadole-sapporo.jp/news/2021/01/5701/
　　　　　　※令和3年2月28日（日）までにお申込ください。
　招待試合：日程確定後、クラブから申請者へメール連絡いたします。
　　　　　　※4月以降のホームゲームを予定しています。

 QRコードを読み
取るとYouTube
へリンクします。写真：左から宮澤選手、濱選手

申込みフォーム

202021.2

●自衛官候補生
応募資格：日本国籍を有し、令和３年４月１日現在18歳以上33歳未満の男女
受付期間：試験日により異なりますので、お問い合わせください
試験期日：２月２８日（日）・３月１日（月）のいずれか１日
試験会場：受付時にお知らせします。
　　
※コロナの状況により、延期となる場合があります。

●お問い合わせ
自衛隊旭川地方協力本部　南地区隊（0166-55-0100）まで



　粗大ごみ処理券の有効期限につきまして、令和 2 年 9 月 30 日まで販売しておりまし
た粗大ごみ処理券 200 円及び 300 円の使用有効期限が令和 3 年 3 月 31 日までとなっ
ておりますのでご注意ください。
　※期限を過ぎてからの使用はできません。

＊ごみの出し方について今一度ご注意ください。

●段ボールの出し方

※段ボールは畳んでばらけないよう紐で十字にしっかり縛って出してください。段ボー
ルの中に詰めて出されている場合は回収致しません。

●紙パック（牛乳、ジュース、お酒類）の出し方

※中をすすいで開いた後、乾かしてから紐で十字にしっかり縛り出してください。資源ごみの
回収日に回収致しますので、燃やせるごみ袋等に入れないようにご注意ください。

●生ごみの出し方

※町で回収した生ごみは、堆肥にし、町民の皆様へ無料で提供しております。水に溶け
ない市販の水切りネット等は、生ごみ袋に入れないようにご注意ください。

住民課環境衛生係からのお知らせ及びお願い

✖段ボールの出し方の悪い例

市販の水切りネットは水に溶け
ず堆肥化できないため生ごみ袋
に入れてはいけないよ。
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