
インフォメーション information
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

R5.
1.18

第

号 名
指 新成生二号橋低濃度PCB廃棄物

収集運搬業務委託

※ エコシステムジャパン㈱東北環境
物流センター日本通運㈱札幌支店
エア・ウォーター物流㈱札幌環境営業所

595,000 595,000 100.00

（第 44号、２社入札辞退）

幌加内町農業委員の募集について
農業委員の任命については、あらかじめ地域の農業

者や農業団体等から推薦していただくと同時に農業者
にこだわらず広く一般に公募することとなり、その結
果により町長が任命する仕組みとなっております。
　令和5年7月20日付で幌加内町農業委員会委員を
選任することになりました。
農業に関する識見を有し、農地等の利用最適化を推進

する事項、及び農業委員会の所掌に属する事項に関し、
その職務を適切に行うことができる方の募集を行います。
　具体的な業務と募集方法につきましては、次のと
おりです。
１ 農業委員の業務
（１）農地法等の権限事務について審査及び決定を

行います。
・農業委員会総会、研修会等へ出席し、農地法
等の権限に属された事項の審議を行います。

（２）農地等の利用最適化推進の取り組みを実施します。
・担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放
棄地の発生防止・解消、新規参入の促進

・担当区域毎における耕作放棄地の発生防止・
解消等の地域における現場活動

（３）法人化その他の農業経営の合理化に関する事
務を実施します。

（４）農業一般に関する調査及び情報の提供の事務
を実施します。

２ 推薦及び応募について
（１）地区・全域からの推薦

・農業者等３名以上が連名し、代表者が文書を
もって推薦します。

（２）団体からの推薦
・農業者の組織する団体等の代表者が文書を
もって推薦します。

（３）一般応募
３ 推薦・応募の農業委員数
　　12名
４ 推薦・応募の資格
（１）幌加内町に住所を有する者、又は幌加内町内

に住所を有する農地所有適格法人の構成員
（２）幌加内町が設置する他の付属機関等の委員で

ない者

固定資産評価審査委員会、公平委員会、教育委
員会の委員の兼職は法律で禁止されております。

（３）幌加内町の職員でない者
５ 応募方法
該当する次の書類に必要事項を記載して、幌加内

町農業委員会事務局へ提出してください。
（１）幌加内町農業委員候補者推薦書（個人用）
（２）幌加内町農業委員候補者推薦書（団体用）

※（１）及び（２）については幌加内町農業委
員会委員候補者承諾書を添付してください。

（３）幌加内町農業委員候補者応募申込書
　書類の請求については農業委員会事務局にご連絡
いただくか、もしくは、幌加内町ホームページから
ダウンロードしてご利用ください。
６ 受付期間
　令和５年３月１日から令和５年３月31日まで農
業委員会事務局へ直接お持ちいただくか、郵送等に
より提出してください。（当日必着）
７ 選任方法
　幌加内町農業委員候補者評価委員会において審査
を行い、議会の同意を得て選任します。
８ 農業委員の任期
　令和５年７月20日から令和８年７月19日月まで
９ 農業委員の報酬
　「幌加内町非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に
関する条例」に定める額
10 情報の公表
　募集期間の中間及び終了後に幌加内町ホームペー
ジに、委員候補者にかかる以下の情報を公表します。

・推薦を受ける者及び応募する者の氏名、職業、
年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

　　・推薦又は応募の理由

【お問い合わせ】
　〒074-0492
　北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地
　幌加内町役場産業課農政係
　又は　幌加内町農業委員会事務局
　☎0165-35-2122（内線135）
　FAX 0165-35-2127
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士別警察署かわら版

士別警察署　㈹23－0110
問い合わせは士別警察署まで。

　Ｇ７広島サミットが５月19日から21日まで開催されます。北海道では、４月15日から16日までの２
日間、Ｇ７札幌気候・エネルギー・環境大臣会合が開催されます。
　Ｇ７サミットは、世界の主要国が一堂に会する国際的なイベントであるため、警察では、テロ等違法
行為の未然防止を図ることを目的に、会場周辺や公共交通機関等における警戒警備を強化します。不審
な人や車、物等を発見した際には、警察への通報をお願いします。
　また、サミットの円滑な進行と安全安心な道民生活を確保するため、会場周辺道路の交通規制が行わ
れますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

Ｇ７広島サミット等の成功に向けて

○適切な時期の氷雪下ろし
屋根からの氷雪落下による事故が発生しています。
　氷雪が屋根からせり出している軒下などは、危
険ですので近づかないようにしましょう。　　　

　道路に面している建物を管理している方は、適
切な時期の氷雪下ろしと、氷雪が落下する危険
がある場所については、看板やロープ等により、
歩行者に注意を促しましょう。

○複数による安全を確保した氷雪下ろし
　屋根の氷雪下ろし中に、はしごや屋根から転落
する事故も発生しています。

　作業するときは、補助者を置くなど複数で行う
とともに、命綱や安全帯を装着するなど万全の
措置を講じ、自身の安全を確保しましょう。
○除雪機による作業中の安全確保
除雪機による除雪作業中に、衣類を巻き込まれた
り、下敷きになるなどの事故も発生しています。

　除雪作業時は、作業に適した服
装を着用し、エンジンを掛けた
まま雪詰まりを取り除くなどの
作業は絶対にやめましょう。

日々の雪かき　安全第一
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日 月 火 水 木 金 土

大浴場改修工事のため、温泉施設は3月31日
（金）まで利用休止となります。
※レストラン・売店は通常営業いたします。

1 2 3 4
ルオント定休日
★観光案内所★

開館

ルオント臨時休業
★観光案内所★

開館

平日ランチフェア 十割そばフェア
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
5 6 7 8 9 10 11 
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア ルオント定休日

★観光案内所★
開館

平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
12 13 14 15 16 17 18
十割そばフェア 平日ランチフェア 平日ランチフェア ルオント定休日

★観光案内所★
開館

ルオント臨時休業
★観光案内所★

開館

平日ランチフェア 十割そばフェア
★観光案内所★

開館
★ホワイトDAY

（そばの里ご利用の女性）
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
19 20 21 春分の日 22 23 24 25
十割そばフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア ルオント定休日

★観光案内所★
開館

平日ランチフェア 平日ランチフェア 十割そばフェア
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
★観光案内所★

開館
26 27 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

ルオント定休日
平日ランチフェア 平日ランチフェア

★観光案内所★
開館

※そばの里 終日
 メニュー限定

道の駅ほろかない
公式HP
ぜひご覧ください！

※そばの里 夜の部（17:00～20:00）は、一部メニューを限定しての営業となります。
　昼の部はグランドメニューで営業。28日(火)は終日、メニューを限定しての営業。

【施設のご案内】　開館時間　10：30～20：00　水曜定休日　全館禁煙
◎売店（道の駅スタンプラリーグッズ有）◎道の駅スタンプ設置　◎無料WiFi　◎足湯（無料）
【蕎麦ダイニング　そばの里】　11：30～14：00　17：00～20：00（L.O19：30）
※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】
-------------------------------------------
◆大浴場改修工事に伴う

　　温泉施設 利用休止◆
2/1（水）～ 3/31（金）
温泉施設はご利用できません。

＜通常営業＞
〇開館時間（売店等）
　10：30～20：00
〇蕎麦ダイニング「そばの里」
　11：30～14：00
　17：00～20：00
　（19：30 L.O）
夜の部は、一部メニューを限定
しての営業となります。
-------------------------------------------
平日限定ランチ
1日20食限定・昼の部のみ
11：30～14：00

みぞれ力そば
～知床産豚肉入り～

￥1,100（税込）
-------------------------------------------
3月14日（火）限定
★ ホワイトDAY ★

そばの里ご利用の女性に、
ミニクッキーをプレゼント
（無くなり次第終了）

-------------------------------------------
【お問合せ】
せいわ温泉ルオント
電話：0165-37-2070
10：30-20:00　水曜定休
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