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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。

ピンときたら110番
指名手配被疑者の捜査協力をお願いします！

　北海道警察では、総力を挙げて指名手配被疑者の追跡捜査などを行っておりますが、逃走中の指名手
配被疑者を一人でも多く発見、検挙するためには、捜査に対する皆様のご理解とご協力が欠かせません。
　指名手配被疑者に関する情報は、どんな些細なことであっても構いませんので、お気軽に110番通報
又は最寄りの警察施設に連絡をいただきますよう、よろしくお願い致します。

冬の交通安全運動の実施
交差点における歩行者保護と冬型交通事故防止

１　運動期間
11月13日（日）～ 11月22日（火）の10日間

２　交通事故防止ポイント
○　ドライバーの皆さんへ
・　交差点とその付近では歩行者の動きに十
分注意して、右左折時はしっかりスピード
を落として安全確認を徹底しましょう。　　　　

・　早めに冬タイヤの点検と交換を実施して、
降雪に対応できるよう準備しましょう。

　　特に山間部は、平地よりも気温が低く、
天候も異なるため、お出かけの際は、冬タ
イヤを装着しましょう。

・　日陰や橋の上、トンネルなどでは、路面
が凍結している場合があります。

　　スピードダウンで慎重な運転を心掛けま
しょう。

◯　歩行者の皆さんへ
・　日没時間は更に早くなります。夜間に外

出するときは、明るめの服装をしたり、反
射材を身に付けましょう。

・　道路を横断するときは、横断歩道を利用
して、信号機がある場合は信号を守りま
しょう。
　　横断前の安全確認はもちろん、横断中も
左右の安全を確認しましょう。

◯　飲酒運転の根絶　
・　飲酒運転は悪質な犯罪です！
　　「飲酒運転をしない、させない、許さない、
そして見逃さない」
　　北海道から飲酒運転をなくしましょう。
・　二日酔いでの運転も「飲酒運転」です。
アルコールチェッカーで確認するなど、身
体にアルコールが残っていないことを確認
しましょう。

慌てず落ち着いて１１９番通報を！
　「１１９番」は、火災・救急・救助で消防車や救急車を要請する際の緊急番号です。
　いざという時のために
①通報の際は、あわてず落ち着いて、正確に内容を伝
えましょう。

②緊急を要しない問い合わせ等で１１９番の利用はや
めましょう。

③ご自宅や職場の電話機からの通報は、消防署幌加内
支署に直接通報されます。携帯電話からの通報は、
士別消防指令センターに着信し、対応後に消防署幌
加内支署へ転送されますので、落ち着いて内容を伝え電話を切らずにお待ちください。

【お問い合わせ】
士別地方消防事務組合消防署幌加内支署　☎35-2246

11月９日は『１１９番の日』
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水道料金の減免を行います！

　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、
物価上昇など町民生活と経済活動に与える影響を軽
減するため、「新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金」を活用した水道料金の減免を実施
いたします。今回の減免に関して申請などは必要あ
りません。
　ご不明な点等ありましたら、建設課上下水道係ま
でお問い合わせください。

◎下水道・浄化槽料金につきましては、
減免の対象外です！◎

【お問い合わせ先】
　幌加内町役場 建設課 上下水道係
　☎0165-35-2123（直通）

マイナンバーカードでマイナポイント第２弾 マイナンバーカードの申請はもうお済みですか？マイナポイントが
もらえるマイナンバーカードの申請期間が、2022 年12 月末まで
３ヶ月延長になりました。

●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：11月20日（日）・21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、変更や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

○対　象
令和4年11月分から
令和5年3月分までの5 ヶ月分
簡易水道全ご利用者様の
水道基本料金及びメーター貸付料
※超過料金につきましては、通常通り
ご請求いたします！
※官公庁関連施設（指定管理者制度施
設含む）は減免の対象外です。

対象期間中は
検針票の「請
求予定金額」
に入る金額が
水道の基本料
金とメーター
貸付料が減免
された後の料
金が表示され
ます。
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　いつも、せいわ温泉ルオントをご利用いただき誠にありがとうございます。
　冬期営業時間について、下記の通りご案内申し上げます。
　お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■温泉施設
　令和４年12月１日（木）～
　10：00～ 21：00→10：30～ 21：00（最終入館 20：30）
　　　　　　　　　　　＊開館が30分遅くなります。

■蕎麦ダイニング「そばの里」
　令和４年12月１日（木）～
　昼の部 11：30～ 14：00 → 変更ありません。
　夜の部 17：00～ 20：30 → 17：00～ 20：00（L.O 19：30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊閉店が30分早くなります。

【お問い合わせ】
　せいわ温泉ルオント　☎0165-37-2070

せいわ温泉ルオント（温泉・レストラン）冬期営業時間のお知らせ

2022年11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文化の日 4 5
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

 誰でもDay
（スタンプ２倍）

レディースDay
（スタンプ２倍）

6 7 8 9 10 11 12
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）

13 14 15 16 17 18 19
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）

20 21 22 23勤労感謝の日 24 25 26
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア

振替休館日
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）

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 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◎
※イベント、お知らせ、記載内容については予告なく変更する場合がございます。予めご了承願います。

【ルオントからのお知らせ】
-------------------------------------------
幌加内町物産館は、 
11 月 13日（日）にて冬季
休業となります。
-------------------------------------------

ランチフェア
1日20食限定・昼の部のみ
11：30～14：00

【平日】
きのこ とろみそば
～ニシン天付き～

　　￥1,100（税込）

【土日祝】
雪蔵十割蕎麦

　　￥900（税込）
-------------------------------------------
最新情報はHPをご覧ください。

-------------------------------------------
【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

　人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、
これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置をとるとともに、
常に自由人権思想の普及高揚に努めることをその使命とし、町長の推薦により法務大
臣より委嘱されます。
　本町では、林ひろみ氏が新たに委嘱され、委嘱期間は令和4年10月1日から令和7年
9月30日までとなります。

人権擁護委員に関するお知らせ
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幌加内町の皆さんはじめまして
これからよろしくお願いします

●新規採用職員●

出身地：旭川市
抱　負：旭川市出身でまだ幌加内町のことは詳しくあり

ませんが、これから覚えていき町民の皆様にも
顔と名前を覚えてもらえるよう頑張ります。

　北海道財務局の専門の相談員が「借金の悩み」を親身になってお聴きし、あなたに合った解決方法を提案
します。また、「預金・融資、保険など金融全般」のご相談も受け付けます。無料・予約不要です。

■受付日時
　令和４年11月16日（水）午前10時～午前12時

■会場
　旭川地方合同庁舎 西館１階　第１共用会議室（旭川財務事務所）
　（住所：旭川市宮前１条３丁目３番15号）

■主催
　北海道財務局、旭川財務事務所

・秘密は厳守いたします。
・当日お越しいただけない方につきましても、次の常設窓口で相談を受け付けていますので、お気軽にご相
談ください。

○借金・金融一般相談
　・多重債務相談窓口　☎011-807-5144
　・金融ほっとライン　☎011-807-5145
　・中小企業等金融円滑化相談窓口　☎011-729-0177

【お問い合わせ】
　北海道財務局相談員直通（午前９時～午後５時）
　☎011-807-5144　又は　☎011-807-5145

「借金・金融一般相談会」の開催について
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