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(土)

町民植樹祭
本町の豊かな自然を守り、環境を大切にする取り組みとして「町民植樹祭」を開催します。
●日 時

●場 所
●内 容
●持ち物
●申込み
●その他

10 月１日（土）午前９時 30 分から１時間程度
（バスを運行しますので、ご利用の方は、９時 20 分までに役場町民センター玄関側
に集合してください。）
三笠山自然公園第１駐車場（こどもの国東側駐車場）付近
植樹（ヤマ栗）
長靴、防寒具、雨具など（軍手・スコップ等は用意します）
９月 27 日（火）までに産業振興課畜産林政係へ
天候、新型コロナ感染症の状況によっては、中止する可能性があります。
開催当日は受付で検温を実施します。
至 旭川 →

←至 和寒町市街地

国道 40 号線

植樹会場

２号道路

■産業振興課畜産林政係（℡32-2423）

夜間診療９月 29 日で終了
診療所化に伴い開始しました夜間診療（月・木曜日午後７時まで診療）について９月 29 日（木）で
終了します。
土曜日の午前診療は引き続き行います。

■町立診療所（℡32-2103）
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10/21
(金)～

第 60 回町民文化祭 作品展示募集

あなたの自慢の作品を公民館に展示しませんか。
絵画や写真・工作などジャンルは問いません。
●展示期間 10 月 21 日（金）～10 月 23 日（日）
（20 日に各自作品持ち込み）
●展示場所 公民館
●申込期限 10 月 11 日（火）までに教育推進課へ
■教育推進課社会教育係（℡32-2477）
10/28
(金)

奇跡の物語７本指のピアニスト「西川悟平トーク＆ピアノコンサート」

東京パラリンピック閉会式のグランドフィナーレで演奏を披露した世界的
ピアニスト西川悟平氏が和寒町にやってきます。
７本指のピアニストとして多くの観客を魅了する西川氏の軽快なトークと
感動のピアノコンサートをお楽しみください。
●日 時 10 月 28 日（金） 午後６時 30 分開演 （午後６時開場）
●場 所 和寒町公民館 恵み野ホール
●前売券 大人 1,000 円、高校生以下 500 円（当日券 500 円増し）
※未就学児の入場はご遠慮させていただきます。
●取扱所 公民館 図書館 役場お客様窓口
■教育推進課社会教育係（℡32-2477）

10 月からのごみ収集カレンダーをご利用ください
10 月から一般ごみの分別方法が、燃やせるごみ（可燃ごみ）
・燃やせないごみ（不燃ごみ）
・庭木枝草
と分かれ、ごみ収集日も一部変更になるため、ごみ収集カレンダー（令和４年度後期版）を作成しました
ので、冷蔵庫に貼るなどしてご利用ください。
併せて、ごみ分類を抜粋したごみ分別辞典を作成しましたので、ご活用ください。

■住民課環境衛生係（℡32-2422）

大規模な土地取引には届け出が必要です
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約締結日から２週間以内に、
譲受人は土地の利用目的などを土地の所在する市町村に届出をする必要があります。
【和寒町の届出の対象となる面積】都市計画区域外 10,000 ㎡以上
●届出をしないと法律で罰せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出が必要です。
●制度の詳細や届出様式等については、町のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

■総務課まちづくり推進係（℡32-2421）
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健康診査・がん検診はお済みですか？
き
４月以降まだ健診を受診されていない方は保健福祉センターへお申し込みください。
【健康診査】
場所

保健福祉センター
和寒町立診療所
胃バリウム検
〇10 月 29 日（土）
査・大腸がん検
〇平日
〇10 月 31 日（月）
診も同日実施
８:15～
します
〇11 月 １日（火）

日時

対象者及び
自己負担額

旭川がん検診センター
〇平日
〇第１、３土曜日
〇日曜日 10 月 16 日 12 月４日
２月 12 日 ３月 26 日

1,000 円
○20～39 歳の町民
いずれかに該当する方
1,000
円
○40～74 歳の和寒町国民健康保険加入者
500 円
○後期高齢者医療保険加入者
※Ｒ４年４月以降に集団健診や節目ドック、JA 組合員で JA ドックをすでに受診された方
は受診できません。
身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査（腎機能検査含む）
、問診、診察、眼底検査、心
電図

健診内容

【がん検診】
項目

対象者
（年度末年齢）

自己負担額
和寒町立診療所
旭川がん検診センター
胃カメラ検査
胃バリウム検査
２,000 円
1,000 円

胃がん検診
胃がんリスク層別化
検査（ABC 法）
肺がん検診
（胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ）
大腸がん検診
前立腺がん検査
喀痰検査
（肺がん検診）
肝炎ウイルス検査
エキノコックス検査
風しん抗体検査
骨粗しょう症検査
子宮頸がん検診
婦人科超音波検査
乳がん検診

35 歳以上

3,000 円
40 歳以上

０円

０円

35 歳以上
50 歳以上の男性

500 円
800 円

500 円
800 円

40 歳以上

300 円

300 円

20 歳以上
小学３年生以上
昭和 37 年４月２日～
昭和 54 年４月１日生まれの
男性
40～70 歳の女性

０円
０円

０円
０円

０円

０円

300 円

300 円
700 円
300 円
1,000 円

20 歳以上の女性
20 歳以上の女性

■保健福祉課保健係（℡32-2000）
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９月は第２期納期限です
９月は町・道民税、固定資産税、国民健康保険税の第２期納期限です。
納期限までに納付をお願いします。
町・道民税
固定資産税
国民健康保険税

第２期 納期限

第３期 納期限

９月 30 日（金）

11 月 30 日（水）

町税の納付方法は、窓口納付と口座振替の２種類です。
（町道民税、国民健康保険税については、給与や公的年金等から天引きして納税する特別徴収もあ
ります。）
口座振替をご利用されますと納め忘れも防ぐことができ、役場や金融機関に出向く手間もはぶけ便
利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
※毎年、年末に送付しておりました「口座振替結果通知書」については、経費削減及び省資源化の推
進のため、令和４年度から送付を廃止します。振替結果は、お手元の預貯金通帳への記載にてご確
認ください。
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
■住民課税務係（℡32-2422）

稲わらの焼却はお控えください
稲わらなどの焼却により大量の煙が発生し、通行の妨げやぜん息など
の健康被害、洗濯物が干せないといった苦情、稲わらの炎が拡大し野火に
つながるなどの影響が出ます。
稲わらを処分する場合は、焼却せず、たい肥にするなど土づくりに活用
し、環境にも人にも優しいまちづくりにご協力をお願いします。
■住民課環境衛生係（℡32-2422）
消防署和寒支署（℡32-2119）
産業振興課農業振興係（℡32-2423）
コスモス

10/10
(月)

古布リメイクサークル秋桜

ファッションショー

家庭に眠っている着物や帯を材料とした、普段でも着られる服も数多く登場する
楽しいリメイクファッションショーを開催しますので、ぜひお越しください
●日 時
●場 所
●入場料

10 月 10 日（祝･月）
開場 午前 12 時 30 分 開演 午後１時～午後３時
公民館
１人 300 円（高校生以下無料）
■詳しくは代表 佐々木弘子さんまで（℡32-2206）

10/10
(月)

第 16 回

和寒町長杯パークゴルフ大会

パークゴルフを通じて世代間交流、町民相互の親睦を深めるとともに、体力維持とパークゴルフの
普及を目的に大会を開催します。
●日
時
10 月 10 日（月）※小雨決行
受付 午前８時
開会式 午前８時 30 分
●会
場
和寒町総合運動公園パークゴルフ場
●参加資格
和寒町在住の方
●参 加 料
800 円（シーズン券を持たない方は、当日利用券自動販売機で購入してください）
●競技方法
男女別個人戦 27 ホールストロークプレイ
●締め切り
９月 30 日（金）厳守
和寒町パークゴルフ協会事務局または総合体育館窓口に参加料を添えてお申し込み
ください
■詳しくは和寒町パークゴルフ協会事務局 加藤憲行まで（℡32-2803）
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10/20
(木)

福祉の就職説明会～ふくしのお仕事のつどい（ミニ）in 士別

旭川市福祉人材バンクとハローワーク士別の共催で、
「福祉業界で働きたい」
「資格を活かしたい」と
いう方に向けた就職説明会を開催します。
当日は士別地域の福祉事業所の採用担当者が、仕事の内容や職場環境、事業所の特色をＰＲしたり、
参加者からの相談をお受けします。介護・障がい・保育などの福祉の仕事に興味のある方は参加してみ
ませんか。
●開 催 日 10 月 20 日（木）午後１時～午後３時（受付 午前 12 時 30 分～午後２時 45 分）
●会
場 ハローワーク士別 ２階 会議室（士別市東４条３丁目）
●開催内容 福祉事業所の担当者による仕事の内容や特色のＰＲや相談など
（事業所ごとにブースが設けられています）
●対 象 者 一般求職者（在職者も含みます）
●申込方法 旭川市福祉バンク（電話 0166-23-0138）または、
ハローワーク士別（電話 0165-23-3138）に
10 月 19 日（水）までにお申し込みください。
※当日、直接会場にお越しいただいても参加できます。

■詳しくは和寒町社会福祉協議会まで（℡32-3666）

原油価格・物価高騰への支援金を交付します
長引く新型コロナ感染症の影響のほか、国際情勢による原油価格や物価高騰等により経営に大きな
影響を受けている町内の事業者に対し、今後の経営の影響緩和を図るため、燃料・原材料・資材等の価
格上昇分の一部を支援することを目的に原油価格・物価高騰等支援対策を実施します。
●対 象 者
［農 業］

和寒町内に住所を有する経営所得安定対策制度の加入者及び農畜産物の出荷販売実
績がある農業を営む者

［商工業］ 中小企業基本法に定める中小企業、小規模企業者、個人事業主であり、和寒町内で
事業所・店舗を有する事業者で商工会の会員又は会員となることが見込まれる事業
者
［介 護］ 町内の指定介護サービス事業者
●交 付 要 件 令和３年(2021 年)11 月以降のいずれかの月に事業のために購入した燃料・原材料・
資材等の単価が、令和２年(2020 年)11 月から令和３年(2021 年)10 月までのいずれ
かの月に購入した単価よりも増加していること。
●支援金の額 １事業者あたり 10 万円
●受 付 期 間 10 月３日（月）から 12 月 30 日（金）まで
●申 請 先 【農 業】地域農業再生協議会（JA 北ひびき和寒支所営農課）
【商工業】商工会
【介 護】保健福祉センター
■詳しくは JA 北ひびき和寒支所（℡32-2441）
商工会（℡32-2341）
保健福祉センター（℡32-2000）まで
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和寒町新型コロナ対策

和寒元気！プレミアム応援券

新型コロナの影響による町内消費落ち込みの早期回復と地域経済の活性化を、町民みんなで取り組み、
和寒町の元気を取り戻すため、プレミアム応援券を販売します。
今回のお知らせ版と共に申込書を配布いたしますので、多くの皆さまのご購入をよろしくお願いします。
●購 入 額 5,000 円
●利 用 額 6,500 円（プレミアム 30％ 1,500 円相当）
●使用期間 10 月１日（土）～令和５年２月 28 日（火）
購入限度額・販売期間・販売場所
②町外者（町内事業所に勤務する町外在住者）
①町 民 １戸あたり８万円（16 冊）
１戸あたり３万円（６冊）
・９月 29 日（木）～30 日（金）事前販売
【和寒町町民センター子ども会室】 ９:00～19:00 ・10 月 17 日（月）～11 月 25 日（金）
【和寒町商工会】 ９:00～17:00
【和寒町商工会】
９:00～19:00
・10 月３日（月）～11 月 30 日（水）
【和寒町商工会】
９:00～17:00
【ホクレンショップ和寒店】
９:30～17:00
・10 月８日（土）～11 月 30 日（水）
【セブンイレブン和寒町店】
、
【ロ－ソン和寒町店】時間制約なし
■詳しくは和寒町新型コロナ対策和寒元気！プレミアム応援券実行委員会（商工会内）まで（℡32-2341）

運転免許証の更新時講習は有効期限内に済ませてください
運転免許証の更新時講習は、運転免許証の有効期限内に受講する必要があります。
住所地の警察署（和寒町民の方は士別警察署）で運転免許証の交付（後日交付）を受ける場合は、事前
に警察署で更新手続きを終えた後に更新時講習を受講してください。
70 歳以上の方は、事前に高齢者講習の案内がありますので、早めに自動車学校に予約をしてください。
また、入院等で期間内に手続きができないときは、警察署に問い合わせてご確認ください。
●10 月～12 月の運転免許更新時講習日程
【優良運転者講習（30 分間）
】
・和寒町民センター会場
11 月 ９日（水）18：00
・士別市民文化センター会場
10 月 ６日（木）13：00
10 月 20 日（木）18：00
11 月 10 日（木）13：00
11 月 17 日（木）18：00
12 月 ７日（水）13：00
12 月 15 日（木）18：00
・剣淵町民センター会場
10 月 ５日（水）18：00
12 月 １日（木）18：00
【一般・違反・初回 運転者講習】
・士別市民文化センター会場
一般運転者講習（１時間）

違反運転者講習（２時間）

初回更新者講習（２時間）

10 月 20 日（木）19：00

10 月 13 日（木）18：00

10 月６日（木）14：00

11 月 17 日（木）19：00

11 月 10 日（木）14：00

12 月７日（水）14：00

12 月 15 日（木）19：00

12 月 ８日（木）13：00

■詳しくは士別地区交通安全協会連合会（士別警察署内）まで（℡0165-23-0110）
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