
インフォメーションinformation

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方（※１）に、７月下旬から９月上旬にかけて、オンライン申請
用ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
　スマートフォン等で申請書のＱＲコードを読み取ることで、簡単に申請ができます（※２）。 

。すまれさ付送らか）SIL-J（」構機ムテスシ報情体団共公方地「るす営運で同共が体団共公方地と国、は書請申のこ
　最大２万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込にはマイナンバーカードが必要です。 
　マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は９月末までですので、早めの申請がおすすめです。 
　この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください！

※１ 以下のような方には、交付申請書は送付されません。 
（１）75歳以上の方で、令和２年度または令和３年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交

付申請書が送付されている方 
（２）令和４年１月１日以降に出生または国外から転入された方（出生時または転入時に地方公共団体情報

システム機構（J-LIS）から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。）
（３）在留期間の定めのある外国人住民の方（地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請など

についてお知らせをしています。） 
（４）配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住

民票の住所と異なる居所情報を登録している方 

※２ 郵送等での申請も可能です

申請に関しましてご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　幌加内町役場　住民課住民係　☎35-2124　内線（155）

マイナンバーカード交付申請のご案内

～児童扶養手当制度のお知らせ～
◆児童扶養手当
　　死別、離婚などで、父又は母と生計を別にしている児童を養育している場合に支給されます。
　なお、支給額は所得により変わりますので、手当の全部又は一部を支給しない場合があります。
　（所得に応じ、全額支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。）
　・対象者：母子家庭の母、父子家庭の父、児童の養育者
　・支給額

区　　　　分 令和４年 4月～
1　　 人　　 目 全額支給 43,070 円 一部支給 43,060 円～ 10,160 円
第 2 子 加 算 額 全額支給 10,170 円 一部支給 10,160 円～ 5,090 円
第 3子以降加算額 全額支給 6,100 円 一部支給 6,090 円～ 3,050 円

　・支給時期：1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。
　・支給期間：児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

【お問い合わせ先】
保健福祉課　しあわせ福祉係　☎0165-35-3090

児童扶養手当を受給している方は、引き続き手当を受給するために、「現況届」の届け出が必ず必要です。
（毎年8月1日から8月31日までにお住まいの市区町村に提出します。）
「現況届」の届け出がないと児童扶養手当が受給できなくなります。

手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当額が減額されます。
手当を減額されないためには「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出しなければなり
ません。
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　今年で11回目を迎える「政和アートFes」は、旧政和小学校にて令和4年7月23日（土）から9月4日（日）
まで開催しております。政和在住のステンドグラス作家の吉成洋子さんと、娘で工芸作家の吉成翔子さんが実
行委員会を発足。道内外で活躍するアーティストの作品を、廃校というノスタルジックな空間で楽しむことが
できます。ステンドグラスや釘打ちなど、いろんな体験ワークショップもございますのでお気軽にお立ち寄り
ください。
　詳しくは「政和アートFes」で検索→
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2022年8月 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
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Day
（スタンプ２倍）

レディースDay
（スタンプ２倍）

7 8 9 10 11 山の日 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Day
（スタンプ２倍）

 誰でもDay
（スタンプ２倍）

レディースDay
（スタンプ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Day
（スタンプ２倍）

 誰でもDay
（スタンプ２倍）

レディースDay
（スタンプ２倍）

21 22 23 24 25 26 27
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Day
（スタンプ２倍）

 誰でもDay
（スタンプ２倍）

レディースDay
（スタンプ２倍）

28 29 30 31
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 ファミリーDay
（スタンプ２倍）

 ルオントDay
（スタンプ５倍）
スタンプDAY内容:
◎ファミリーDAY：家族全員　◎レディースDAY：女性全員
◎誰でもDAY/ルオントDAY：入浴者全員
※他のスタンプDAYおよび割引、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る

）料無（湯足・iF-iW　　煙禁内館　　料無児学就未、052￥生学小、005￥人大：金料浴入◎

【ルオントからのお知らせ】
-------------------------------------------
1 日 20食限定・昼の部のみ
11：30～14：00

【平日】
塩レモンそば　甘辛い牛肉
と夏野菜をそえて

　　￥1,100（税込）

【土日祝】
雪蔵十割蕎麦

　　￥900（税込）
大盛　プラス￥300

【ダムカレイク★特別メニュー】
日本一長い名前のダムカレー
　　￥1,000（税込）

※8/31まで。1日10食限定
※8/11～8/15除外

-------------------------------------------
【お問合せ】
せいわ温泉ルオント
電話：0165-37-2070
10：00-21:00　水曜定休

ご厚志に感謝します
　◆ふるさと納税◆　～ ６月分の寄付申出状況 ～

６月分の申出状況は《４２３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。

６月４日　舟橋　幸司　様（大阪府）
６月４日　根本　義幸　様（千葉県）
６月５日　加藤　　聡　様（青森県）
６月５日　中野　　圭　様（愛知県）
６月５日　重山　大純　様（北海道）
６月５日　松嶋　宙太　様（東京都）
６月５日　森川　　理　様（兵庫県）
６月５日　小野　浩司　様（新潟県）
６月５日　小林　健介　様（兵庫県）
６月５日　早瀬　　歩　様（東京都）
６月５日　川井　祐子　様（北海道）
６月６日　二村　恵子　様（新潟県）
６月６日　小川　健介　様（兵庫県）
６月６日　安藤　公実　様（千葉県）
６月６日　若林　利秋　様（大阪府）
６月７日　水馬　宏昌　様（広島県）
６月９日　廣　　知美　様（三重県）
６月９日　加藤　　亮　様（東京都）
６月９日　池田　　靖　様（神奈川県）
６月９日　南舘　　謙　様（愛知県）

ｼﾞｮﾝｿﾝ ｱﾀﾞﾑ　様（兵庫県）

令和４年４月から令和４年６月までの寄付申込件数は《１，０７２》件です
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「夏」を楽しむために火の用心
　「夏」といえば、海や山でキャンプ！
バーベキューや花火等を楽しむ機会
が多くなります。「夏」を楽しむた
めに火の取扱いには十分気をつけま
しょう。
　バーベキューで使用した炭は、消
火を確認し適切に処分しましょう。
　花火は子供だけではなく必ず大人
が付き添い、消火用の水バケツを用
意して楽しみましょう。

住民課環境衛生係からのお知らせ
粗大ごみの出し方は、下記の3つの方法があります。

①ゴミステーションを利用
　収集場所：各ゴミステーション
　収集日等：各地区の定められた曜日（第2・第4に限る）の午後
　収集期間：概ね４月から10月まで
　費　　用：１個（20㎏まで）につき210円の粗大ご

み処理券が必要。

③処分場に直接持ち込む
　受入場所：幌加内町一般廃棄物最終処分場
　受入時間：月・火曜日、13時00分から16時30分
　　　　　　木・土曜日、9時00分から16時30分

※昼の12時00分～ 13時00分は受入不可
　受入期間：通年（一般受入日に限る）
　受入費用：１個（20㎏まで）につき210円の

粗大ごみ処理券が必要。
20㎏を超える場合には超えた重量
分、追加の粗大ごみ処理券が必要
となります。

②戸別収集を利用
　申込方法：事前に役場住民課（35-2124）へ粗大ごみ

の種類、搬出希望日について連絡ください。
　収集期間：概ね４月から10月まで
　費　　用：１個（20㎏まで）につき320円の粗大ご

み処理券が必要。

注意点
囲い木等の長いものについては、あらかじめ１ｍ程度に切り揃え、紐で縛って一まとまりにしてください。
なお、テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機は粗大ごみとして出せません。（廃家電製品扱い）

粗大ごみ処理券取扱い先（R4.6 月末現在）
幌加内地区
　・伊藤金物店　・小関はな屋
　・寺崎電器　・中川商店
　・マルシメ川嶋商店　
　・水谷家具文具店

添牛内地区
　・霧立亭

朱鞠内地区
　・NPO法人よるべさ　　

母子里地区
　・滝澤（母子里簡易郵便局内）　

●自衛官候補生
　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：年間を通じて受付を行っております。
　試験期日：８月21日（日）・22日（月）のいずれか１日
　　　　　　（来月以降の試験日につきましては別

途お知らせします。）

　試験会場：陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）
※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

令和４年度自衛官候補生募集
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令和４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

R4.
6.8

第

号 名
指 幌加内高等学校温室棟遮光保温

カーテン取替工事

※ 三津橋建設㈱
大野土建㈱
新谷建設㈱
㈱橋本川島コーポレーション

16,247,000 15,730,000 96.82

R4.
6.8

第

号 名
指 幌加内簡易水道区域拡張に伴う水

道管新設工事
※

三津橋建設㈱
幌加内土建㈱
新共開発㈱
S.S工業㈱

4,543,000 4,400,000 96.85

R4.
6.8

第

号 名
指 幌加内簡易水道沼牛地区支線配

水管新設工事
※
三津橋建設㈱
幌加内土建㈱
新共開発㈱
S.S工業㈱

2,442,000 2,409,000 98.65

R4.
6.8

第

号 名
指 低公害車購入事業

※ 旭川トヨペット㈱深川店
旭川トヨタ自動車㈱深川店
㈲坂本ボデー工業

6,621,778 5,896,000 89.04

R4.
6.16

第

号 名
指 下幌加内線道路改良工事 ※

三津橋建設㈱
幌加内土建㈱
新共開発㈱
S.S工業㈱

75,130,000 74,360,000 98.98

R4.
6.16

第

号 名
指 旧看護婦宿舎兼公務補住宅解体

工事

※ 三津橋建設㈱
幌加内土建㈱
新共開発㈱
S.S工業㈱

6,853,000 6,710,000 97.91

R4.
6.16

第

号 名
指 公営住宅緑ヶ丘団地解体工事

※ 三津橋建設㈱
幌加内土建㈱
新共開発㈱
S.S工業㈱

3,432,000 3,366,000 98.08

R4.
6.16

第

号 名
指 強靭化機器等購入

※

システムバンク㈱
NECネッツエスアイ㈱北海道支店
東日本電信電話㈱

13,706,000 12,100,000 88.28

　野山はもちろん、市街地、公園、河川敷、緑地帯など、あなたの身近な場所にもヒグマが潜んでいる可能性
があります。

あなたが被害者にならない一番の方法はヒグマに遭わないこと
　　 そのためにも、私たちのできる次のことを確実に実施して下さい。
＜最重要＞
・　 一人では野山に入らない（一人で行動しない）
・　野山では音を出しながら歩く（行動する）
・　食べ物やゴミを放置しない
・　フンや足跡などヒグマの痕跡を見たら引き返す
・　ヒグマが出没しているところでは、早朝や夕暮れ時など、薄暗いときには行動しない
・　ヒグマを興奮させるおそれがあるため、ヒグマが出没しているところでは犬の散歩は控える

ヒグマによる人身事故が多発しています！！

※人里周辺などで、ヒグマを目撃した時は、役場産業課（☎35-2122）又は警察に
ご連絡ください。

あっ！ヒグマだ！！
どこにでもヒグマがいる、それが北海道です。決して甘く考えず油断しないで！

市町村や警察などのヒグマ出没情報を積極的に確認
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士別警察署かわら版

士別警察署　0165－23－0110問い合わせは士別警察署まで。

１　令和４年度（第２回）北海道警察官募集中「やりがいも　魅力も　でっかいどう」
　警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導取締、災害救助等多岐に渡ります。
　きっとあなたの興味のある仕事や、個性・特技を生かせるフィールドがあります。

○試験概要
　⑴　受付期間：令和４年７月１日（金）から８月19日（金）午後５時30分まで
　⑵　第１次試験日：令和４年９月18日（日）
　⑶　第２次試験日：令和４年10月下旬から11月上旬
　⑷　採用予定人数：200名程度　　男性Ａ区分　 35名程度、男性Ｂ区分　115名程度
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　女性Ａ区分　 15名程度、女性Ｂ区分　 35名程度
　⑸　受験資格：【学歴】Ａ区分～学校教育法による大学（短期大学を除く。）等を卒業した者
　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年３月末日までに卒業見込みの者を含む。）
　　　　　　　　　　　 ※　高度専門士の称号を取得又は令和５年３月末日までに取得見込みの者を含む
　　　　　　　　　　　 Ｂ区分～Ａ区分以外の者
　　　　　　　　【年齢】平成２年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた者
　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在で18歳以上33歳未満）

＊　北海道警察では、ＷＥＢや対面型など、各種説明会を開催しています。
　　　 説明会の案内は、北海道警察ホームページや採用センターＳＮＳを御覧下さい。

２　みんなで防ごう特殊詐欺　～家族との絆を深めて詐欺撃退～
　オレオレ詐欺や役場職員を語った還付金詐欺は、被害者の約９割が高齢者で、その殆どが自宅の電話
機に犯人から電話がかかってきています。
　詐欺被害に遭わないためにも家族みんなで詐欺を撃退しましょう。

　詐欺を防ぐために…
～自分で出来ること～
・電話防犯機器や留守番電話を活用しよう！
・一番相談しやすい相談先を決めておきましょう！

～家族でできること～
・普段から家族と顔を合わせたり、連絡を取り合いましょう！
・詐欺の手口に関心を持ち、注意し合いましょう！
・家族だけが分かる合言葉を決めておきましょう！

～地域で出来ること～
・ご近所さん同士で、普段から挨拶など声を掛け合いましょう！
・詐欺の手口に関心を持ち、注意し合いましょう！
・ご近所さんの相談に乗ってあげましょう！

詐欺電話がきたら♯９１１０

　放送大学は、10月入学生を募集しています。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目か
ら学ぶことができます。
　全国に学習センターが設置されており、サークル
活動などの学生の交流も行われています。

　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大
学旭川サテライトスペース（☎0166-22-2627）ま
でご請求ください。
　出願期間は、第1回は８月31日まで、第２回は９
月13日まで。
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