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　旭川市と上川中部地域の９町（鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，愛別町，上川町，東川町，美瑛町，幌
加内町）において、ワクチン接種の円滑な実施と地域住民の利便性の向上になることなどを目的とした「新型コ
ロナウイルスワクチン接種体制構築に関する連携協定」を締結しております。この締結により、本町の住民が旭
川市内で接種を受けることができるようになりました。予約の方法については以下のとおりです。

新型コロナウイルスワクチン接種について新型コロナウイルスワクチン接種について

医療機関での接種

旭川市ホームページの「新型コロナワクチン接種医療
機関予約受付状況」で接種医療機関及び「対象者」欄
を確認し，医療機関に直接電話などで予約する。　
※対象者欄に「市民」と記載がある医療機関では予約

できません。

集団接種会場での接種

旭川市新型コロナコールセンター（０１６６－２５－３５０１）に電話し，
①幌加内町民であること　②希望する会場・日時を伝え予約する。
※市外の方の予約受付ができるのは上記コールセンターのみです。「予約専用コールセ

ンター」及びインターネットでは受付できませんのでご注意ください。

■受付開始日　　各月によって受付開始日が決まっているため、旭川市ホームページの
「新型コロナワクチン接種医療機関予約受付状況」で
ご確認ください。

■コールセンター受付時間　８：４５～１７：１５（土日祝含む）

■接種日　土・日

■接種会場　　市内3会場
会場名 住　所 市外の方の１日当たり上限人数

旭川市総合防災センター 旭川市東光 27 条 12 人

イオンモール旭川駅前 旭川市宮下通７丁目 ６人

イオンモール旭川西 旭川市緑町 23 丁目 ６人

〇水曜・木曜の午後休診継続～
　５月よりコロナワクチン接種のため、水曜・木曜の午後から休診し、ワクチン
接種を行っておりましたが、10月からインフルエンザワクチン接種が始まりま
すので、診療時間を通常に戻さず水曜・木曜の午後を休診といたします。
　皆様にはご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

幌加内診療所の診療時間のお知らせ幌加内診療所の診療時間のお知らせ
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　今年度は、全国的にインフルエンザワクチンの供給量が少ないうえ、ワクチンの入荷時期が遅れるため、
例年通りの接種方法とすることができません。（昨年の7 ～８割程度の供給量と予想されます。）
　今年度の変更点は以下のとおりです。

①当診療所で設定した優先順位に従って、接種希望者から予約申込を行っていただき、指定された日時に診
療所へ来院し予防接種を受けていただくこととします。

②小児については、（13歳未満は原則2回接種のところ）1回のみの接種となる可能性があります。
③65歳未満の成人については、接種数がかなり限定されること、接種時期が

12月以降になることが予想されます。

　皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

【お問い合わせ】
　幌加内診療所　☎35-2321

令和３年度　インフルエンザ予防接種令和３年度　インフルエンザ予防接種

令和３年度　幌加内町建設工事等入札結果
（単位：円、％）

入札
年月日 № 入札

方式 工事等の名称 指名業者等
（※印は落札・請負業者） 予 定 価 格 契 約 金 額 落札率

R3.
8.31

第
29
号

指
名

幌加内町中央生活改善センター
解体工事 ※

新共開発株式会社
三津橋建設株式会社
幌加内土建株式会社
Ｓ.Ｓ工業株式会社

42,911,000 42,460,000 98.95 

R3.
8.31

第
30
号

指
名

朱鞠内湖畔第二・第三キャンプ場
トイレ洋式化工事

※ 三津橋建設株式会社
大野土建株式会社
新谷建設株式会社
株式会社橋本川島コーポレーション

12,067,000 11,440,000 94.80 

R3.
8.31

第
31
号

指
名

小林秀勝宅合併処理浄化槽設置
工事 ※

フジヤ住設工業株式会社 
北垣建設工業株式会社 
有限会社アイテック幌加内 
吉野清掃商事有限会社

3,311,000 3,179,000 96.01 

R3.
8.31

第
32
号

指
名 自動式心肺人工蘇生器購入

※ 日本船舶薬品株式会社　札幌営業所 
株式会社ムトウ 名士支店 
株式会社ムラカミ

3,259,300 3,036,000 93.15 

R3.
8.31

第
33
号

指
名 感染患者搬送装置購入 ※

日本船舶薬品株式会社　札幌営業所 
株式会社北海道モリタ 
株式会社ムトウ 名士支店

1,760,000 1,705,000 96.88 

　当支署管内において、令和3年10月1日～令和4年3月31日までの期間、狩猟が解禁となり、多くの狩猟
者が国有林に入林します。
　狩猟に伴う事故防止及び安全を確保するため、この期間の狩猟目的以外での入林の自粛
をお願いします。

　詳しくは北海道森林管理局ホームページで確認いただくか、
　空知森林管理署北空知支署へご連絡下さい。
　http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/181204.html
　空知森林管理署北空知支署（電話0165-35-2221）

国有林内での狩猟解禁について国有林内での狩猟解禁について
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　ご厚志に感謝します
　 　◆ふるさと納税◆　～ ８月分の寄付申出状況 ～
　８月分の申出状況は《２６８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。

８月１日　新江　正人　様（北海道）
８月２日　杉本　亮輔　様（千葉県）
８月５日　矢野　健二　様（神奈川県）
８月６日　太田　雅彦　様（埼玉県）
８月６日　本橋　慶章　様（東京都）
８月７日　辻　　賢哲　様（東京都）
８月８日　掛札　賢一　様（茨城県）
８月９日　田島　英治　様（千葉県）
８月９日　森本亜由美　様（千葉県）
８月11日　佐藤みよ子　様（東京都）
８月11日　大谷　宏美　様（神奈川県）
８月11日　都丸　義郎　様（東京都）
８月11日　渡辺　広光　様（栃木県）
８月11日　清野　賢一　様（東京都）
８月11日　秋山　浩志　様（神奈川県）
８月12日　片山　哲哉　様（神奈川県）
８月12日　小島　克美　様（北海道）

８月13日　長野　良則　様（北海道）
８月14日　白野　　哲　様（東京都）
８月15日　古玉　利生　様（宮崎県）
８月16日　野瀬　憲範　様（東京都）
８月20日　小西　順子　様（大阪府）
８月20日　緒方　伸夫　様（大阪府）
８月22日　馬場　博康　様（神奈川県）
８月23日　村上　優子　様（北海道）
８月24日　嶋田　純也　様（東京都）
８月25日　山崎　耕一　様（東京都）
８月26日　酒井　大輔　様（石川県）
８月27日　三上　博亮　様（栃木県）
８月27日　笠　　雅樹　様（福島県）
８月27日　内山　卓治　様（神奈川県）
８月28日　幸山　裕之　様（東京都）
８月29日　馬渡　弘典　様（神奈川県）
８月31日　阿部　　仁　様（東京都）

令和３年４月から8月までの寄付申込件数は《1,649》件です

　「北海道障害者職業能力開発校」では令和4年度の訓練生を募集します。
■対象者　障がいをお持ちの求職者
■訓練科目　建築デザイン科・ＣＡＤ機械科・総合ビジネス科・プログラム設計科・総合実務科
■願書受付期間　11月1日（月）～11月19日（金）まで
■選考試験日　12月６日（月）
■選考場所　北海道障害者職業訓練能力開発校　砂川市焼山60番地
■試験内容  数学、国語、面接

【お問い合わせ】
　最寄りのハローワーク又は下記までお問い合わせください。
　北海道障害者職業能力開発校　☎0125－52－2774　FAX0125－52－9177

訓練生募集訓練生募集

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべての人）及
びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

最低賃金額　時間額８８９時間額８８９円円 効力発生年月日　令和３年１０月１日
○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入

されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く方には
北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

厚生労働省北海道労働局　労働基準部賃金室　☎011－709－2311

「みんなチェック！最低賃金」北海道最低賃金「みんなチェック！最低賃金」北海道最低賃金
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10101010 October 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

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
＊スタンプの押印は有料入館者に限ります

日 月 火 水 木 金 土
1 2 ★
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）

3 ★ 4 5 6 7 8 9 ★
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）

10 ★ 11 12 13 14 15 16 ★
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）

17 ★ 18 19 20 21 22 23 ★
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）

24 ★ 25 26 27 28 29 30 ★
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）

31
十割そばフェア
ルオントスタンプ 

Day（５倍）

温泉 Hot Spring　
大人５００円　小人２５０円　
未就学児無料

【平日限定ランチフェア 11:30 ～ 14:00 】
１日 /20 食限定　 1,000 円 税込

メニューは月替わりです。　

　毎日の暮らしの中で、年金・道路・住宅・
衛生などで相談したいことはありませんか？
　行政相談委員・民生児童委員による相談所
を開設いたしますので、お気軽にご相談下さ
い。
　また、相談料金は無料。相談内容・秘密は
固く守ります。
■日　時
　10月20日（水）13時00分から14時30分
■場　所
　保健福祉総合センター「アルク」
■相談員
　行政相談委員・民生児童委員・人権擁護委員

秋の行政相談週間秋の行政相談週間

「おうち時間　家族で点検　火の始末」
寒くなり、乾燥する季節になりました。

ストーブなどの火の元に注意しましょう。
もしものために住宅用火災警報器・消火器・防炎品！

士別地方消防事務組合消防署幌加内支署

秋の火災予防運動（10月15日～10月31日）秋の火災予防運動（10月15日～10月31日）

【お客様感謝企画】各土日（カレンダー内★の付いた日）に
ご入浴のお客様にそばの実クッキープレゼント !!
（週末限定・無くなり次第終了させて頂きます）

ご入浴のお子様にお菓子プレゼント !!
（無くなり次第終了させて頂きます。）

【10 月 31日 ハッピーハロウィン】【10 月 31日 ハッピーハロウィン】

　「納税通知書」がお手元にある方で、口座振替をご
利用でない方は、納税通知書を
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い
たします。
■納付場所　北空知信用金庫本支店、

きたそらち農協幌加内支所、 
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　☎：35-2124（内157）

町民税・道民税第３期の納期限は町民税・道民税第３期の納期限は
１１月１日（月）です。１１月１日（月）です。
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