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６/30
(木)～

町独自対策！新型コロナ対策お買い物クーポンを配付します

外出自粛など感染防止の努力をされてきた町民の皆さまに感謝を込め、引き続き予防対策に取り組
んでいただきますようお願いして、令和４年６月１日現在で和寒町に住所を有している方を対象に、
【一人５千円分のお買い物クーポン】を配付します。
別紙の交付申請書（桃色両面印刷、詳細は申請書の裏面をご覧ください）に必要事項をご記入・押
印のうえ、お受け取りください。
(１)受け取り方法
①密集防止のため、自治会毎に配付の日時を設定していますので、自治会の指定日時を交付申請
書裏面でご確認ください。ご自分の指定日でない日にお越しいただいても交付しますが、極力
お住まいの自治会指定日にお越しくださるようご理解とご協力をお願いします。
指定の日程でご都合が合わない場合は７月 15 日（金）までに、役場産業振興課の窓口で受け取
ることができます。
②代理人の受け取りも可能です。必要な方は申請書にある「委任状」欄にご記入のうえ、代理人
に委任してお受け取りください。
(２)クーポンの配付場所
①６月 30 日（木）、７月１日（金） 役場町民センター３階大集会室・商工会
配付時間 ８：30～19：00
②７月４日（月）から 15 日（金）までの平日 役場１階産業振興課窓口
配付時間 ８：30～17：15（平日のみ）
★クーポン券のご利用期間 ７月１日（金）から８月 31 日（水）まで
■詳しくは産業振興課（℡32-2423）または和寒町商工会まで（℡32-2341）
７/２・７
(土・木)

令和５年度

上川管内町村等職員採用資格試験説明会

令和５年度上川管内町村等職員採用資格試験日をお知らせします。受験を考えている方に向けた説
明会を旭川市と札幌市で開催しますので、ご希望の方はご参加ください。申し込み方法などの詳細は次
回のお知らせ版に掲載します。
和寒町では、一般職と土木職の採用を予定しています。
就職や転職を考えているご親戚や知人の方がいましたら、お声がけなどをお願いします。
【試験説明会】
●試 験 説 明 会
【試験日程】
●試
験
日
●試 験 会 場

①７月２日（土）午後１時から 旭川市（旭川勤労者福祉会館）
②７月７日（木）午後１時から 札幌市（ホテルポールスター札幌）
９月 18 日（日）
旭川市ときわ市民ホール（旭川市５条通４丁目）
旭川勤労者福祉会館（旭川市６条通４丁目）
■詳しくは総務課庶務係まで（℡32-2421）
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７/10
(日)

投票をお忘れなく！参議院議員通常選挙
７月 10 日（日）は参議院議員通常選挙の投票日です。私たちの暮らしにつながる大切な選挙です
ので、棄権することなく大切な１票を生かしましょう。
投票所では新型コロナ感染症対策を実施していますので皆さまのご協力をお願いします。

・マスクの着用や咳エチケットの徹底、来場前と帰宅後の手洗い、うがい等をお
願いします。
・アルコール消毒液を設置していますので、投票前、投票後に手指の消毒をお願
いします。
・鉛筆は消毒を行いますが、共用にご不安がある場合は鉛筆をご持参いただくこ
とも可能です。
・密集防止のため、周りの方との距離を保つようお願いします。
・選挙当日の投票所への集中を避けるため、期日前投票を行うことが認められて
います。
・混雑の状況によっては入場を制限する場合がありますので、係員の指示に従っ
てください。
※新型コロナ感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便
等投票」ができます。
※選挙についての詳細は、今回お知らせ版に添付のチラシまたは和寒町選挙管理委員会ホームペー
ジをご覧ください。
■詳しくは選挙管理委員会事務局まで（℡32-2421）
７/19
(火)

スマートフォン教室
スマートフォンの便利で楽しい使い方を学べる入門講座です。
インターネットでの検索のコツや、LINE の電話やメッセージの方法を学びます。
ドコモ以外の方、ガラケーの方も参加できますので、お気軽に申し込みください。
●日

時

●場
所
●講
師
●参 加 費
●申し込み
●持 ち 物

７月 19 日（火）
午後１時～午後３時
和寒町公民館 １階 なごみホール
NTT ドコモ
無料
７月 13 日（水）までに公民館窓口へ
普段お使いのスマートフォン
※スマートフォンの無料貸出あり（申し込み時にお伝えください）
■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477）

『緑の募金』ご協力ありがとうございました
４月 25 日（月）～５月 31 日（火）までを「緑の募金」実施期間として募
金活動を行い、皆さまのご協力により、今年度は総額 11,817 円の募金が集
まりました。
募金は、東日本大震災被災地の居住区周辺の緑化支援など、東日本大震災
復興事業に取り組むとともに、森林整備や森林、公園、街路などの緑化事業
に充てられます。
たくさんのご協力ありがとうございました。
■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423）
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ルールを守って楽しい花火
子ども達にとって夏の身近な風物詩おもちゃ花火。しかし「おもちゃ」とはいえ、花火の原料は火薬
です。決まりを守らないと火災の原因になったり、やけどをするなどのケガの原因にもなります。花火
で遊ぶ時はルールとマナーを守って、正しく遊びましょう。
１.花火をする前に
①風の強い日はやめましょう。
②水バケツを準備しましょう。
③必ず大人と一緒にしましょう。
２.花火をするときは
①花火の説明書を読みましょう。
②手持ち花火は１本ずつ持ちましょう。
③打ち上げ花火は途中で火が消えても覗かない
ようにしましょう。
④火が消えたものは水バケツに捨てましょう。
⑤花火は分解しないようにしましょう。
３.後片付けをするときは
①消えたと思っても火が出ることがあるので
注意しましょう。
②ゴミ箱に捨てる前に、もう一度火が消えた
ことを確認しましょう。
■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119）

子宮頸がん予防ワクチン接種
子宮頸がんはヒトパピローマウイルス（HPV）の感染で生じると言われており、ワクチン接種によりがん
を予防する効果があることが分かってきています。
子宮頸がんワクチンは平成 25 年４月から定期予防接種となりましたが、ワクチンとの因果関係を否定
できない副反応が多数発生したことから、厚生労働省は国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接
種を積極的に勧奨すべきではないとしていました。その後、ワクチンの安全性と有効性が確認されたこと
から、積極的な勧奨を再開するとの勧告が出されました。
接種を希望される方はご連絡ください。
【対 象 者】①小学６年生～高校１年生の女子（平成 18 年４月２日～平成 23 年４月１日生まれ）
②平成９年度～平成 17 年度生まれの女子
※積極的な勧奨を差し控えていた時期に接種機会を逃した年齢の方
【接種場所】和寒町立診療所
【料

金】無料

【申請方法】①保護者（18 歳以上は本人）が保健福祉センターで申請手続きを行い、ワクチン等の説明、
助成券・予診票の交付を受ける
②和寒町立診療所に接種日の予約をする
③助成券、予診票、母子健康手帳を持参して接種を受ける
平成９年度～平成 17 年度生まれの方で既に自費で接種を受けた方には接種費用（１回上限 16,500 円）
を助成しますので、保健福祉センターへご連絡ください。
■詳しくは保健福祉課保健係まで（℡32-2000）
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マイナポイント第２弾！
すでに開始している「マイナンバーカードを新規取得された方に対するマイナポイント」のほかに、
以下のマイナポイント事業が６月 30 日(木)午後から開始されます！
①マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み
⇒マイナンバーカードを保険証として利用するための申し込みをされた方に
7,500 円分のポイント
②公金受取口座の登録
⇒公金を受け取る際の口座登録を行った方に 7,500 円分のポイント
いずれもマイナポータルから申し込み・登録ができます！

マイナポータルは
こちらから

スマートフォンでの申し込み方法
事前にそれぞれの申し込み・登録を終えてから申
し込むと時間がかからずスムーズに進みます！
１
２

マイナポイントアプリをインストール
マイナンバーカードを読み取り、４ケタのパスワードを入力

３

申し込みしたいキャンペーンを選ぶ
新規取得・保険証利用申込み・公金受
取口座登録
４ 決済サービスを選び、情報を入力する
役場お客さま窓口では、マイナ
ポイントの予約・マイナンバー
カードの申請等のお手伝いを
行っていますので、お気軽にお
問い合わせください。

ポイント GET！！
※マイナンバーカードの読み取りに対応していない機種もあります。

６月 25 日(土)から６月 30 日(木)午前中までの間、メンテナンス作業のため、マイナポイント申し込
み・申し込み状況照会など、すべてのサービスが期間中使えませんので、ご了承ください。
■詳しくは住民課お客さま窓口係まで（℡32-2500・2477）

全町ナイターソフトボール大会参加チーム募集
今年で 41 回目を迎える全町ナイターソフトボール大会を開催します。つきましては、参加チームを
募集していますので、ぜひ友人や知人、職場の仲間などでチームを作り申し込みください。
●大会期間 ７月 13 日（水）から
●大会会場 総合体育館グラウンド
●参加資格 登録選手は町内に居住または町内の企業に従事している方で、高校生以下は除く。
大学、専門学校生は良い。
●参加費用 １チーム 3,000 円（予定）
●主
催 和寒町ソフトボール協会
●申し込み ６月 30 日（木）までにソフトボール協会事務局までご連絡ください。
■詳しくはソフトボール協会事務局 佐藤まで（農業委員会内 ℡32-2435）
-4※なお、休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストをご利用ください。

４回目コロナワクチン接種のお知らせ
接種希望の方は予約が必要です。対象年齢によりご案内方法が異なりますのでご了承ください。
●集団接種期間
●対象
●接種会場
●使用ワクチン

７月１日（金）～９月下旬
下記の①または②に該当する３回目接種から５か月以上が経過した方
和寒町保健福祉センター
ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン

① 60 歳以上の方

② 18 歳以上 59 歳以下で基礎疾患を有する方、
その他重症化リスクが高いと医師が認める方

「接種券一体型予診票」が接
種可能な時期が近づいた方
から順次ご自宅に届きます。

「接種券一体型予診票」は届きませんので、下記
の（１）、（２）の内容を確認してください。

接種を希望する方は保健福祉
センターへ電話や窓口で予約
をしてください。

（１）または（２）に当てはまり、接種を希望さ
れる方は保健福祉センターへ電話や窓口で予約し
てください。

※日時は下表参照

※日時は下表参照

（１）以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
１．慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病（高血圧を含む）、慢性の腎臓病、慢性の肝臓病（肝硬変等）
２．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
３．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
４．免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
５．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
６．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患（治療中の悪性腫瘍を含む）
７．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
８．染色体異常
９．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
10．睡眠時無呼吸症候群
11．重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を
所持している場合）
（２）基準（BMI30 以上）を満たす肥満の方

≪和寒町 集団接種日程表≫
時間帯は午後１時～午後４時です。
（日程により異なります。
）
組 月

日

ワクチンの種類

組 月

日

ワクチンの種類

７月

1日 (金) 武田/モデルナ社

７月 19日 （火） 武田/モデルナ社

７月

4日 (月) 武田/モデルナ社

７月 20日 （水） ファイザー社

７月

5日 (火) 武田/モデルナ社

７月 21日 （木） ファイザー社

７月

6日 （水） ファイザー社

１ ７月
組 ７月

7日 （木） ファイザー社
8日 （金） 武田/モデルナ社

２ ７月 22日 （金） 武田/モデルナ社
組 ７月 25日 （月） 武田/モデルナ社
７月 26日 （火） 武田/モデルナ社

７月 11日 （月） 武田/モデルナ社

７月 27日 （水） ファイザー社

７月 12日 （火） 武田/モデルナ社

７月 28日 （木） ファイザー社

７月 13日 （水） ファイザー社
７月 14日 （木） ファイザー社

１、２回目及び３回
目のワクチンが未接
種の方も４回目と同
じ日程で受けられま
す。接種希望者は
お問い合わせくださ
い。

※３回目接種が３月１日以降の方は
後日「お知らせ版」にてお知らせします。
詳しくは和寒町 HP まで
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■詳しくは保健福祉課保健係まで（℡32-2000）

