新 年のごあいさつ

謹んで新年のお慶びを
申し上げます。
昨年は新型コロナウイ

ルス感染症により皆さん

そのような中、皆さんのご理解とご協力により本

町の開町１２０周年記念式典を無事挙行することが

できました。今後も次の時代に向けて、本町の発展
に寄与するまちづくりに努めてまいります。

今年は４月に、新しい道の駅「道の駅おとふけ～

なつぞらのふる里～」が移転オープンいたします。

の暮らしや経済活動にも

大きな影響が及ぶ事態と

デンスパ十勝川温泉」とともに皆さんに愛される魅

本町の食と農をＰＲするワンダーランドとして、さ

町は皆さんの健康と暮らし、そして産業を守るた

力あふれる施設を目指してまいりたいと思っており

らには町の情報発信のシンボルとして「道の駅ガー

め、ワクチン接種の推進などの感染防止対策や、お

なり、感染された方々や影響を受けられた皆さんに

とふけ割をはじめとする経済対策など町独自の対策

どうか今年一年が皆さんにとりまして健やかで活

ます。

気のある年となりますようご祈念申し上げまして、

を早期に打ち出し順次実行に移してまいりました。
今後懸念される第６波に向けても緊張感を緩めず、

新年のごあいさつといたします。

里～」がいよいよ４月にオープンいたします。音更

必要な対応を講じてま い り ま す 。

新年明けましておめでとうございます。

の食や文化、観光資源など魅力を発信し、町内外の
施設であります。

たくさんの人々が賑わう交流拠点として待ち望んだ

町民の皆さんには、輝かしい令和４年の新春を迎
年ぶりとなる東京オ

えられたこと、心からお慶び申し上げます。
昨年は、コロナ禍において

議会といたしましては、道の駅建設をはじめ、さ

本町が全道一の人口を有する町として発展し続け

のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げま

責を果たしていく所存でございますので、より一層

まざまな事業や課題に対し全力で取り組み、その職
てきたのも、町民の皆さ

す。
上げます。
さて、本年は、「道の駅
おとふけ～なつぞらのふる

げ、新年のごあいさつといたします。

で実り多い年となりますことを心よりご祈念申し上

つつ、新しい年が町民の皆さんにとりまして、幸せ

結びに、新型コロナウイルス感染症の終息を願い

んのご理解とご協力の賜

町１２０周年の節目の年を迎えました。

リンピック・パラリンピックが開催され、本町は開

５７

物であると深く感謝申し

髙瀬博文

△

と き １月６日㈭、午後３時
ところ 総合福祉センター
注意事項 発熱や咳があるなど体調が悪い場合には、ご来場をお控えください。また、必ずマスクを着用の上、
ご来場ください。なお、受付では検温と手指消毒を実施します。
問合先 役場広報広聴課広聴係（内線２１５）


△ △
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小野信次

心からお見舞いを申し 上 げ ま す 。

音 更 町 長
音更町議会議長

新年交礼会開催のお知らせ

町と町議会は、
新年の喜びを皆さんと分かち合う新年交礼会を開催します。なお、「新しい生活様式」に基づい
て開催するため、参加者数は１００人程度とし、会場での飲食は行いません。参集状況によっては、やむなく会場
へのご入場をご遠慮いただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

使 寝顔フ
表
ォ
発
トコンテスト結果

天

の

天使のような子どもの寝顔を多くの町民の皆さんに見てもらうとともに、地域で子育てを応援してい
ることをママ・パパに知ってもらうため、天使の寝顔フォトコンテストを開催しました。入賞作品が決定
しましたので、ご紹介します。たくさんのご応募ありがとうございました。

ぷくぷく朔ちゃんさん

町 長 賞

早く美味しいもの食べたいな！

賞品

議


△ △

応募総数 １０１件

会

町長賞（商品券１万円）、議会議

長賞
（商品券１万円）、おおそでくん賞
（商品券５千円）、モ～るちゃん賞（商
品券５千円）、エンジェル賞（商品券３
千円×１０本）
※副賞として、写真スタジオで家族の記
念撮影ができます。
その他


△

受賞者へは後日、町から連絡

します。ホームページでは、全応募作
品を掲載します（応募順に掲載してい
ます）
。
問合先

役場子ども福祉課子育て支援

係
（内線５３６）
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癒やしをありがとう♪
2022.1

賞

かなちゃんさん
議長

賞

そ

ちゃ

ん

賞

ん

る

すいーとぽてとさん

おお

モ～

小猿の母さん

でく

寝るんだもん !!

眠る兄の横で…！
まいまいさん

ン

ジェル

賞

エ

エ

ン

賞

あーおさん
ジェル

お外でお昼寝気持ちいいね

エ

ン

賞

スーさん
ジェル

楽しい夢見てるんだね♪

エ

ン

思わずフフッ。

賞

らいとさん
ジェル

仲良し兄弟♡
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天使の寝顔フォトコンテスト
寝顔フォトコンテスト結果発表

賞

エ

ン

ジェル

＃守りたいこの寝顔

かっぱ さん

賞

ン

どんだけぇぇぇ！

ジェル

エ

エ

ココモカさん

ジェル

ン

賞

エ

ン

賞

バボビーちゃんさん

はははさん

ジェル

エ

りゅうパパさん

おしゃべり天使は寝てても口開く
5
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ン

ン

ジェル

賞

天使の微笑み♡にぱぁ♡

エ

だんのママさん

賞

ねぇねのおててをぎゅっ

ジェル

今日の夜ご飯はなにかな？♡

新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナワクチンについて
町は、新型コロナウイルスのさらなる感染拡大や重症化を防ぐため、ワクチン接種を進めています。
今月号では、１２月１７日時点でのワクチンの最新情報をお知らせします。
新型コロナワクチンの接種は、強制ではなく、接種を受ける人の同意がある場合に限り行います。接
種を受けるかどうか迷っている人は、ワクチン接種について正しい情報を知った上で、判断をお願いし
ます。
問合先

保健センター内保健課（音更町コロナ専用ダイヤル）☎０５７０－０８０－３９６

◆追加接種（３回目接種）が始まります
新型コロナワクチンは、２回の接種が必要なワクチンですが、接種後の時間の経過とともにワクチンの
有効性が低下することが報告されています。そのため国は、諸外国の対応状況から、２回目接種完了から
８カ月以上経過後に追加接種を実施することを示しました。

追加接種（３回目接種）の概要
対 象 者

１８歳以上で、２回目接種が完了している人

接種時期

２回目接種完了から原則８カ月以上経過後

接種回数

１回

使用する
ワクチン

初回接種（１回目と２回目）に用いたワクチンの種類にかかわらず、ｍＲＮＡワクチン（ファ
イザー社製、武田/モデルナ社製）を接種

実施期間

令和３年１２月１日～令和４年９月３０日

接種券一体型予診票の発送について

接種対象者には、２回目接種完了から約７カ月後（追加接種可能時期の約１カ月前）に、ワクチン接種

券が印字された予診票（接種券一体型予診票）が、住民票の登録されている住所に届きます。
追加接種の接種券一体型予診票は、年齢や基礎疾患などの優先接種区分に関係なく、２回目接種時期を
基に順次発送する予定です。お手元に届くまで、今しばらくお待ちください。

追加接種（３回目）の予約について

追加接種（３回目）の予約は、接種券一体型予診票がお手元に届き次第できるようになります。初回接

種（１回目と２回目）と同様に、専用ウェブサイトでの予約か、電話での予約を受け付けます。接種券一
体型予診票に同封される案内に従って、予約を行ってください。
【例：令和３年７月に２回目接種が完了した人の場合】
令和４年２月ごろ
接種券一体型予診票が届く

令和３年７月
２回目接種完了

令和４年３月以降
追加（３回目）接種可能

接種券一体型予診票が届
いたら、ワクチン接種の
予約をしてください。

約７カ月後

2022.1
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◆初回接種（１回目と２回目）がまだお済みでない人へ
新型コロナワクチンの接種が受けられる期間は、令和４年９月３０日までです。
現時点で、新型コロナワクチン接種をまだ１回も受けていない人、２回の接種を終えていない人につい
ては、個別接種で対応していますので、接種を希望する人は、機会を逃さぬよう接種をお願いします。な
お、今後１２歳になる人への接種券は、誕生月の翌月初旬に発送します。
また、５歳～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種については、今後詳細が決まり次第お知らせしま
す。

◆ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）のデジタル発行について
海外渡航予定がある人で、窓口か郵送で申請のあった人に対し、ワクチン接種証明書（ワクチンパスポー
ト）を発行していますが、
１２月２０日から、専用アプリからのデジタル申請およびデジタル交付（二次元コー
ドでの交付）
、国内用のワクチン接種証明書の発行が可能と
なりました。
ワクチン接種証明書のデジタル交付には、専用のアプリ
とマイナンバーカード、マイナンバーカードの４桁のパス
ワードが必要です。交付を希望する人は、専用アプリをイ
ンストールして申請を行ってください。

ＡｐｐＳｔｏｒｅまたはＧｏｏｇ
ｌｅ
Ｐ
ｌａｙで「接種証明書」と検索
し、インストールしてくだ
さい。

なお、国内用のワクチン接種証明書の活用方法について
は、感染リスクが低減された中で行動制限を緩和すること
を目的として、今後検討される予定です。

※ワクチン接種歴の証明には、接種時に発行される接種済証も引き続き使用できます。
※紙でのワクチン接種証明書の発行を希望される場合は、これまでどおり窓口または郵送申請で受け付け
ます。詳しくは、保健センター内保健課へお問い合わせください。

新型コロナワクチンについての問い合わせや情報はこちら
◦音更町コロナ専用ダイヤル

☎０５７０－０８０－３９６

※平日の午前８時４５分～午後５時３０分。ナビダイヤルで、通常の通話料金が発生します。
◦北海道新型コロナワクチン接種相談センター

☎０１２０－３０６－１５４

※午前９時～午後５時３０分。土・日曜日、祝日も受け付け可能です。
◦厚生労働省コロナワクチンコールセンター

☎０１２０－７６１－７７０

※午前９時～午後９時。土・日曜日、
祝日も受け付け可能です。フリーダイヤルで、
通話料金は発生しません。

ワクチンに関する情報サイト

▲首相官邸

▲厚生労働省

▲音更町

▲ファイザー社

▲北海道

ワクチン接種の当日キャンセルについて
当日の体調不良などによるキャンセルは音更町コロナ専用ダイヤル（☎０５７０－０８０－３９６）で受け付
けます。
※午前８時～午後６時３０分。土・日曜日も受け付け可能です。
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快適な冬を過ごすために

除雪には皆さんの
ご協力が必要です！
皆さんが使う道路を少しでも早く除雪するため、

町は民間業者へ委託し、除雪作業の体制を整えて

います。作業を順調に行うために、皆さんのご理

解とご協力をお願いします。

願いします。

なお、作業は夜間から

積雪状況などにより遅れ

町の除雪作業

離は約１０００㎞で、音

る場合もありますので、

早朝にかけて行いますが、

更町から函館市を往復す

ご了承ください。

町が１日に除雪する距

る距離に相当します。こ

の距離を民間の業者に委

託し、除雪を行っていま

す。

路・交差点の除排雪には、

町の除雪作業は、積雪

町の補助事業「潤いと思

が ㎝を超え、その後も

除雪の順序は、まず最

町内会で行う
除雪作業

初に１車線を除雪して確

いやりの地域づくり事業」

降雪が続くと予測される

保し、その後、順に幅を

を利用することができま

町内会が行う宅内道

広げるための除雪を行い

ときに行います。

ます。

詳しくは、役場広報広

聴課広聴係
（内線２１５）

す。

通行が少しでも早くでき

にお問い合わせください。

除雪の方法は、道路の

るように、除雪車両で雪

を道路脇にかき分ける

「かき分け除雪」を行っ

ています。除雪車両によ

る道路除雪後の各家庭の

玄関先に残った雪の処理

は、皆さんのご協力をお

１０

町からのお願い
◆深夜や早朝の作業にご協力ください

雪山では、遊ばないでください。

通勤・通学の時間帯までに除雪を完了させるため、 ◆出入り口にたまった雪は各家庭で除雪を

深夜や早朝に作業を行う場合がありますので、ご協

除雪車が通った後は、宅地の出入り口などに雪が

力ください。

たまってしまいます。出入り口にたまった雪は、各家

◆屋根の雪を道路に落とさないでください

庭などで除雪するようご協力をお願いします。

屋根の雪が道路へ落ちると、車や歩行者の通行
に危険が生じます。また、除雪効率が悪くなるほか、

◆路上駐車は除雪作業の支障になります
路上駐車は、除雪作業の支障になります。また、

除雪した跡をふさぐ可能性もありますので、雪止め

吹雪のときや夜間などには事故の恐れがありますの

金具を付けるなどの対策をお願いします。

で、路上駐車はやめましょう。

◆除雪車両には近寄らないでください

◆道路へ雪を出さないでください

除雪作業中は大変危険ですので、除雪車両など

道路へ雪を出すと路面がでこぼこになります。交

には絶対に近寄らないでください。また、除雪作業

通事故の原因になったり、法令に違反する場合もあ

中にセンターラインを越える場合がありますのでご

りますので、道路への雪出しはやめましょう。

注意ください。

◆道路上に障害物を置かないでください

◆道路付近でのそり遊びは危険です
そりやミニスキーなどの楽しい遊びも、道路へ飛
び出すと事故につながってしまいます。道路付近の

道路上の障害物（車庫の出入り口の台、看板・の
ぼり用のブロック、ごみ収集庫など）は除雪作業の
支障となりますので、撤去をお願いします。

2022.1
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道路上での自動車の保管は法律で禁止されています

路上駐車は、除雪作業の支障となるばかりでなく、
交通の支障となり事故につながる恐れがあります。

長時間の路上駐車は、駐車禁止の区間でなくても
法律違反となる場合があります。

では、自動車の保管場所として道路を使用すること

自動車の保管場所に関する法律（車庫法）第１１条
を禁止しており、同法第１７条では、３カ月以下の懲

役または２０万円以下の罰金について規定されていま
す。

帯広警察署では、後を絶たない違法駐車の取り締
まりを強化しています。

雪出しは法律で禁止されています

でこぼこの発生原因となったり、法律に違反する行

自分の敷地内の雪を道路上へ出すことは、路面の
為です。

る交通の危険や妨害となる恐れがある行為が禁止さ
道路交通法第７６条第４項第７号では、道路におけ

れており、その行為とは、道路交通法施行細則第１９
条第２号で、道路に雪をまき、または捨てることと
規定されています。さらに、道路交通法第１２０条では
５万円以下の罰金についても規定されています。

帯広警察署では、危険な雪出し行為は絶対に行わ
ないよう強く指導しています。

除雪に関する
問い合わせ先

は、特に凍りやすい場所です。

寒風にさらされている橋の上

さえぎる物がなく、いつも

スピードを落とし、注意して

◆橋の上は凍りやすい

国道と道道の除雪は、それ

◆国道と道道の除雪について

ぞれ帯広開発建設部と十勝総

渡りましょう。

道路パトロールが行き届か

々と変化します。

冬場の路面状況は、日々刻

合振興局へお問い合わせくだ
さい。

◦国道…帯広開発建設部道路

事務所☎
１２５０

８７２７

◦道道…十勝総合振興局帯広
建設管理部事業室事業課施
設保全室☎

その他の道路や除雪につい

ては、各除雪委託業者ではな

係へお問い合わせください。

民の皆さんからの情報を役場

く、役場土木課道路河川管理

冬期間は路面状況に
応じた運転を

土木課道路河川管理係へお寄

ない場合がありますので、町

ここでは冬期間の路面状況

せください。

また、町道の凍結路面に散

と安全運転について、例を挙

げて皆さんにご紹介します。

課までご連絡をお願いします。

布する焼砂が必要な場合も同

◆車間距離を十分にとりまし
ょう

冬の道には危険がたくさん

◦役場土木課道路河川管理係
（内線３３５）
◦町内
 会などで行う除雪の補
助について…役場広報広聴
課広聴係（内線２１５）

問合先

あり、突然凍結路面が現れる

こともあります。車間距離は

普段より多めにとりましょう。

◆交差点は事故が多い

停止・発進を繰り返す交差

点では、圧雪がタイヤの空転

で磨かれて、ツルツルの凍結

路面になっていることがある

ため、特に注意が必要です。

2022.1
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２５
－

２７
－

確定申告・町道民税の申告が
始まります
所得税・復興特別所得税の確定申告や町道民税の申告の時期が近づいてきまし

総合福祉センター
２月１
７日㈭～３月４日㈮

木野コミセン

３月８日㈫～３月１
５日㈫

共栄コミセン

※２月１６日㈬および３月７日㈪は受け付けできません。
※役場税務課と木野支所では受け付けできません。混雑状況により、長時間
お待ちいただく場合があります。また、待合室が混雑した場合は、自家用
車などでお待ちいただく場合があります。なお、受付会場の開館時間は、
いずれも午前９時となっています。

確定申告
所得税は申告納税であるた
め、自分で確定申告書を作成
し、提出する必要があります。

確定申告をしなければ
ならない人

も、町道民税の申告が必要

な場合があります。

◆申告をしなければならない
人

町道民税の申告

◦給与所得者で年末調整され
た給与以外にも給与収入や

令和４年１月１日現在、音

◦給与所得者で年末調整をし
ていない人

年金所得、不動産所得など

月中に所得があった人

更町に在住し、令和３年１月

～

万

があり、その合計額が
円を超える人

※国民健康保険や後期高齢者
医療制度に加入している人

は、保険税や保険料の算定

◦事業をしている人、不動産
収入のある人、土地や建物
を売った人など

人（遺族年金や障害年金の

養などの控除を追加する場

※年金
 収入のみで医療費や扶

があります。

※申告がない場合、軽減など
の措置が受けられない場合

告が必要です。

受給者を含みます）でも申

などのために、所得がない

確定申告で所得税・復興特
別所得税が還付される可能
性がある人

◦年の
 途中で退職した人で年
末調整をしていない人

◦自分
 自身や家族のために医
療費を支払った人
公的年金などを

受給している皆さんへ

※確定申告書の用紙や手引き
などは、税務署や役場税務

◆申告が不要な人

課住民税係、木野支所に備

合計額が４００万円以下で、

合は申告が必要です。

かつ、公的年金などの雑所得

◦勤務
 先で年末調整をしてい

公的年金などの収入金額の

以外の所得金額が

えています。
また、確定申告書は国税庁
ホ ー ム ペ ー ジ の「 確 定 申 告

この場合でも、所得税・復

◦所得
 税・復興特別所得税の
確定申告をする人

得控除などがない人

て、他の所得や追加する所
書等作成コーナー」を利用

である場合、確定申告は不要

万円以下
すると、自動計算で簡単に

です。

興特別所得税の還付を受ける

問合先 所得税・復興特別所
得税について…帯広税務署

☎

ための確定申告書を提出する
ことができます。

課住民税係（内線５７２）

２１６１、申告や町

※所得税・復興特別所得税の
確定申告が必要ない場合で

道民税について…役場税務
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。

た。申告した内容は、町道民税のほか、国民健康保険税、後期高齢者医療制度の
保険料、介護保険料などの計算の基礎資料になりますので、忘れずに行ってくだ

２月１日㈫～２月１
５日㈫

１２

２４
－

午後４時

受付会場

午前９時～

さい。なお、申告期間によって受付会場が異なりますので、お間違えのないよう

受付会場と申告期間

２０

作成することができますの
で、ぜひ利用してください。

２０

受付時間
申告期間
（土・日曜日、祝日を除く）

にお願いします。

町で受け付ける確定申告は、給与・年金所得者のみです。
ただし、住宅借入金等特別控除を受けるための申告、令和
２年以前分の申告は、帯広税務署またはｅ－Ｔａｘなどで行っ
てください。
会場では受付時に検温します。また、マスクの着用、手
指消毒の徹底をお願いします。

確定申告・町道民税の申告に必要な書類など

（控えが必要な場合は、事前にコピーを取ってからご来場ください）
収入を証明するもの

◦給与や年金の源泉徴収票の原本
※添付の義務はありませんが、申告書の作成に必要ですので、必ず持参してください。

控除を証明するもの

（原本を添付または提示）

社会保険料控除

◦国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の領収書（令和３年１月～令和
３年１
２月支払分）など
◦国民年金保険料控除証明書など

生命保険料控除

◦生命保険料控除証明書

地震保険料控除

◦地震保険料控除証明書
◦平成１
８年までに締結した長期損害保険の控除証明書

障害者控除

◦身体障害者手帳、療育手帳など
◦障害者控除対象者認定書（６５歳以上の介護保険の要介護認定者のうち、町が認めた人
に発行する認定書です。役場福祉課障がい福祉係へ申請が必要です）

医療費控除

◦医療費控除の明細書（令和３年１月～令和３年１
２月に支払った医療費について、医療
を受けた人、病院・薬局ごとに合計金額を計算しておいてください）
※医療費控除の明細書がない場合は申告を受け付けられませんので、作成の上、必ずご
持参ください。なお、領収書の添付は不要です。領収書はご自宅で５年間保管してく
ださい。
※医療費通知（医療費のお知らせなど）を添付すると、当該通知分の明細の記入を省略
できます。
※高額療養費や生命保険契約などに基づく給付金の支給がある場合は差し引く必要があ
ります。
※医療費控除の申告は、あくまで多額な医療費を負担した人の税金を軽減する制度です。
高額療養費制度のような医療費自体の払い戻しとは異なりますのでご注意ください。

寄附金（税額）控除

◦寄附先発行の領収書など

税金が還付になる場合

◦本人名義の振込先口座の分かるもの（預金通帳など）

その他必要なもの

◦前年の申告書などの控え(可能な限り)

帯広税務署 か ら の お 知 ら せ

◆確定申告会場の開設期間などについて

△

開設期間

２月１６日㈬～３月１５日㈫の平日、午

前９時～午後４時

申告をする人や扶養親族のマイナンバーの記載
が必要になります。また、マイナンバーを記載し

※還付申告は、開設期間前でも行うことができま
す。

た申告書を提出する際は、申告者本人の本人確認
書類の提示または写しの添付が必要です。

※確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場

※本 人以外（控除対象配偶者、扶養親族および事
業専従者など）の本人確認書類は不要です。

庁公式ＬＩＮＥアカウントで事前発

本人確認書類の例

△

には「入場整理券」（会場で当日配布または国税

◦マイナンバーカード

申告会場

◦通 知カード＋運転免許証、公的


△

行）が必要となります。
帯広税務署（帯広市西

５条南８丁目、帯広第２地方合同
庁舎２階）
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◆マイナンバーの記載について

2022.1

▲国 税庁公式
ＬＩＮＥア カ
ウント

医療保険の被保険者証など
問合先

帯広税務署☎２４－２１６１

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。

音更町開町１２０周年・帯広大谷短期大学創立６０周年記念事業

池上彰 氏 特別講演会
～学び続けるために～

音更町は、明治３４年に音更外２村戸長役場が設置されて
から、先人の知恵と労苦を礎に今年度開町１２０周年を迎え
ました。
また、町と包括連携協定を結びООＪＣオープンカレッジ
など生涯学習事業を通じ、音更町のまちづくりの一翼を担
っている帯広大谷短期大学は、昭和３５年の創立以来６０年を
超えました。
双方の節目を記念して、多くの方々に敬意と感謝の意を
表するとともに、未来への飛躍を誓い、特別講演会を開催
します。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽
    

と

き

ところ

２月２３日㈷、午後２時開演（午後１時３０分開場）
文化センター
町内在住、在勤、在学の人

対

象

定

員 ６６０人（映像放映ホールでの視聴人数を含みます）

入場料

無料

※入場には整理券が必要です。１月１１日㈫から下記の場所で配布します。

◦役場総合窓口（町民窓口係）…平日午前８時４５分～午後５時３０分

◦木野支所…平日午前８時４５分～午後５時３０分

◦文化センター…午前９時～午後１０時（月曜日を除く）
♦新型コロナウイルス感染症対策について
◦感染防止対策として入場者数を制限しています。 【下記に該当する方は入場できません】
◦当日は、検温、手指消毒、マスクの着用、手洗
いの徹底にご協力をお願いします。

◦会場の座席は密集、密接を避けるため、間隔を

◦３７.５℃以上の発熱や風邪の諸症状、体調不良（だ
るさなど）がある人

◦過去２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽

空けてお座りいただく場合があります。

性者との濃厚接触が疑われる人、政府から入国

◦退場時には、入場整理券に氏名、電話番号、着

制限、入国後の観察期間を必要とされている国・

席した座席番号を記入し、回収箱に投函してく

地域への訪問歴や当該在住者と濃厚接触がある

ださい。必要に応じて保健所などに情報提供す

人
問合先



ることがあります。

教育委員会生涯学習課（内線７７４）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。

2022.1
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環境通信
おむつなどのごみ出し
プラごみの分別状況調査
指定ごみ袋の外装袋の広告募集
防犯意識を高めて

おむつ類（紙おむつ、布おむつ、尿とりパッド、
お尻拭き）とストーマ（人工肛門）袋は燃やすごみ
の日に出すことができます。おむつ類については透
明・半透明の袋に入れてください。ストーマ袋につ
いては医療系ごみになりますので透明・半透明の袋
に「医」と記入するか張り紙で表示してください。
また、ごみとして出す前に可能な限り汚物を取り除
いてください。ストーマ袋についても、排せつ物を
必ずトイレに流してから出してください。

指定ごみ袋の外装袋の広告を募集します
町は、指定ごみ袋の外装袋（燃やすごみ１０㍑・１５
㍑）に広告掲載を希望する事業者を募集します。
募集対象

▽ ▽ ▽ ▽


おむつ・医療系ストーマ袋のごみ出しについて

十勝管内に事業所や支店がある事業者

広告掲載枠の位置
申込期限

指定ごみ袋の外装袋表面

１月３１日㈪まで

広告掲載期間

指定ごみ袋の外装袋の在庫がなく

なるまでの期間
※詳細は、町ホームページをご覧い
ただくか、役場環境生活課へお問
合せください。

プラごみの分別状況調査をしました

防犯意識を高めましょう

今年度も町で収集したプラごみの分別状況調査を
実施しました。収集したプラごみのうち、正しく分
別されていたのは全体の６９％、異物が混入したも
のや汚れが付着していてリサイクルできないものは

年末年始は、空き巣や車上ねらいなどの窃盗事
件が増加する傾向にあります。
犯罪の被害者とならないように防犯意識を高め

３１％もあり、中にはライター・ハサミ・乾電池な

て、次のことに注意しましょう。

ど重大な事故の原因となる異物が混じっているもの

◦在宅中や数分の留守でも戸締まりをしましょう。

もありました。今一度ごみの分別について確認して

◦周 囲からの自宅の見通しを良くし、センサーラ

いただき、正しいごみの排出をお願いします。
◦プラごみで出せるのはプラマークがついたものだ
け
のは燃やさないごみへ
◦異物や汚れの確認ができないので、プラごみを入
れた小袋をまとめて大きな袋に入れない

役場環境生活課環境生活係
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◦防 犯フィルムや防犯ガラス、補助錠を活用しま
しょう。

◦汚れは洗い流してから捨てる。汚れが落ちないも

問合先

イトなどを使いましょう。

（内線５６２）、同課地域安全係
（内線５６５）

2022.1

◦短 時間でも車両から離れるときは、施錠しまし
ょう。
◦不審者・不審車両を見つけた場合は、１
１０番通報
をしましょう。

