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また、火災以外の出動（救急出動は除
期間は空気が乾燥し、衣類も人体に ることは、事件・事故等の緊急通報に対
く）についても案内がされます。
帯電しやすいものを着用しているた する警察官の対応を
遅らせ、結果として
掲載内容に関する詳細やご質問など
め特に注意して下さい。
は、余市消防署予防係までお問い合わせ ◇給油ノズルが止まるところまで確実 人の生命・身体等の
保護に支障が生じる
下さい。
に差し込み給油しましょう。
問合せ
◇自動的に給油が止まったら、それ以 おそれがあります。
問合せ
余市消防署 ☎２３－３７１１
上の給油はやめましょう。
余市警察署 ☎２２－０１１０
〇ガソリンを携行缶で購入される方へ
令和元年７月に発生した京都府での
余市消防署
火災を受け、ガソリンスタンドでガソ
からのお知らせ
沢町児童館（☎２３－５６７３）
リンの携行缶への詰め替え販売をする
伝承遊びの会
場合には、身分証の確認、使用目的の ○セルフ式ガソリンスタンドを安全に利
用しましょう
問いかけを行うようガソリンスタンド
１月１６日(土)午後１時３０分～
ドライバーが自ら給油するセルフ式ガ
へ要請しております。みなさまのご理
鬼ごっこ遊びの会
ソリンスタンドはその手軽さから利用さ
解とご協力をお願いします。
１月２３日(土)午後１時３０分～
また、セルフ式ガソリンスタンドに れる方も増え、身近な存在となりました。
つどいの広場
おいて利用者自らがガソリン携行缶に しかし、自動車等への給油に使われるガ
１月２７日(水)午前１０時～
は給油できません。容器に入れる際に ソリンや軽油は取扱方法を誤ると大きな
事故につながりかねません。次の事項に
は従業員へ依頼して下さい。
黒川児童館（☎２３－４３３８）
注意して安全な給油作業を心がけましょ
○災害情報専用ダイヤルで災害情報を
オセロ大会
う。
提供しています。
１月１７日(日)午後１時３０分～
◇停車後は必ずエンジンを停止させま
災害自動案内
つどいの広場
しょう。
①２３―２９９６ ② ２２―３１１３
１月２８日(木)午前１０時～
出動と同時に自動的に合成音声が作成 ◇給油する自動車に適した油種を確認し
ましょう。
され、いち早く災害情報を聞くことが
キッズルームあっぷる
◇静電気除去シートに触りましょう。冬
できます。
（☎４８－８８５０）

児童館行事案内

対象者
概ね３歳までの児童と保護者
日時 毎週月～金曜日
午前９時３０分～午後４時
※１月４日(月)、１月５日(火)、１月
１５日(金)、１月２９日(金)はお休みで
す。詳細はお問合わせください。

今月のわくわくタイム
子育て講座 ※栄養士によるお話し
「乳幼児期のおやつと食事について」
日時 １月１９日（火）
午前１０時～１１時
定員 ５世帯
受付 １月７日 ( 木 ) から
申込 キッズルームあっぷる
その他
●密集、密接を避け予約制とさせて
いただきます。
●定員になり次第締め切りとさせて
いただきます。ご了承ください。

「ぐんぐんの日」
キッズルームあっぷるで毎月１回身
体測定が出来る事になりました。
日時 １月１３日 ( 水 )
午前９時３０分～午後１２時
午後１時～４時
持ち物 母子手帳、バスタオル
その他
●身長計、体重計を準備しています。
お気軽に身体測定にきてください。
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ごみ収集及びし尿収集に関するお知らせ
●ごみ収集
[ 燃やすごみ・燃やさないごみ・資源物 ] →１月４日 ( 月 ) から再開します。
●ごみの自己搬入 場所：余市町クリーンセンター
[ 燃やさないごみ・粗大ごみ ] →１月６日 ( 水 ) から受入を再開します。
●ふれあい収集→１月６日 ( 水 ) から回収します。
問合せ 環境対策課廃棄物対策グループ ☎２１－２１１８
●し尿収集→１月６日 ( 水 ) から再開します。
問合せ
北後志衛生施設組合 ☎２２－４４８９
北後志清掃企業組合 ☎２１－２６６０

余市町プレミアム付商品券販売終了のお知らせ
余市町では新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受けている経済
の活性化を図ることを目的にプレミアム付商品券事業を実施しております。
●販売終了について
余市町プレミアム付商品券については、販売予定数すべてを完売いたしました。
すでに購入された商品券については、下記期間内に利用店舗でご利用いただけます。
・利用期間
令和２年１０月１９日（月）～令和３年１月３１日（日）
※利用期間を過ぎた商品券は利用できません
のでご注意ください。
・利用店舗 余市町ホームページでご確認ください。
● TOP ページ
▶余市町プレミアム付商品券
▶利用店舗一覧（PDF）

問合せ

商工観光課

商工労政グループ

ます。さらに、救助活動や物資輸送が
遅れることも考えられますので、ポー
タブルの暖房器具を用
意 し て お き ま し ょ う。
また、防寒着や防寒靴、
毛布、カイロなどを避
難時にすぐ持ち出せる
ようにしておくと安心です。
問合せ
札幌管区気象台 地震火山課
☎０１１－６１１－６１２５

余市警察署
からのお知らせ
～１月 10 日は「110 番の日」～

事件・事故等の緊急時は、ためらわず
に「１１０番」をして下さい！
・ケンカをしている人がいる！
・人の悲鳴が聞こえた！
・刃物を持って歩いている人がい
る！
・倒れている人がいる！
・空き巣・ひったくりの被害に遭っ
てしまった！
・交通事故に遭ってしまった、目撃
した！
※警察官の早期臨場を図るために、必要
事項を順に尋ねますので、落ち着いて答
えて下さい。
緊急性のない相談等は、警察相談専用
電話「♯９１１０」や警察署へおかけ下
さい！
・いたずら電話で困っている
・子供の非行で悩んでいる
・怪しいハガキが届いたが詐欺では
ないか
・近隣トラブルで嫌がらせを受けて
困っている
・警察の業務に関して要望、意見、
苦情がある
・どこに相談してよいかわからない
※緊急性のない相談等を 110 番通報す

冬の大地震に備えて

各種自衛官募集

冬に大きな地震が発生した場合に
自衛官候補生 ( 男子・女子 )・予備
は、強い揺れや津波による被害に加え、 自衛官候補（一般・技能）を募集します。
雪や寒さが原因となる二次災害が起こ ● 採用上限年齢の引上げについて
ることもあります。冬場は以下のよう
自衛官候補生および一般曹候補生の
な点に注意しましょう。
採用年齢が１８歳以上３３歳未満に変
１．雪に対する備え
更されました。
～ハザードマップの活用を～ ※応募資格等は、問合せください。
屋根に雪が多く積もっていると、地 問合せ 自衛隊札幌地方協力本部小樽
震の揺れによる家の倒壊や、屋根から
地域事務所
の落雪の可能性がより
☎０１３４- ２２- ５５２１
高くなります。屋根か
らの落雪は、人が巻き
確定申告はオンライン
込まれる危険があるほ
の活用を！
か、避難路をふさぐ原
国税庁ホームページでは、パソコン・
因にもなりますので、
スマートフォンなどから、所得税・消
日頃から自宅周辺など
で落雪のおそれがあるところを確認し 費税・贈与税の申告書を作成し、ｅ‐
Ｔａｘ（電子申告）又は印刷して郵送
ておきましょう。
冬の路面は歩きにくく、天気によっ で提出することができます。新型コロ
てはさらに移動が困難になるため、夏 ナウイルス感染症防止の観点から、多
場よりも避難に時間がかかります。ま くの方が訪れる確定申告会場ではな
た、細い道など積雪により歩行できな く、是非ご自宅で申告書の作成・提出
くなることもありますので、冬場でも をお願いします。
なお、本年は、確定申告会場の混雑
通れる避難路をハザードマップ等で確
緩和のため、会場への入場には「入場
認しておきましょう。
整理券」が必要となります。入場整理
２．火災に対する備え
暖房器具を使用する冬場の地震で 券は、確定申告会場で当日配付するほ
か、
「ＬＩＮＥアプリ」による事前発
は、火災のリスクが
行も行います。
高まります。転倒時
申告書の作成や入場整理券の配付方
に自動停止する機能
法などの詳細は、国税庁ホームページ
があっても、停電か
（
「札幌国税局 確定申告」で検索）を
らの復電と共に再起
ご覧ください。
動したり、配線の損
詳しくはこちら↓
傷から漏電したりして出火する通電火
災に注意が必要です。暖房器具のそ
ばには可燃物を置かないようにし、避
難の際はブレーカーを切るようにしま
しょう。
問合せ
３．寒さへの備え
余市税務署
地震によって電気やガスが止まり、暖
房器具が使えなくなることが考えられ
☎２２－２０９３

１１月１９日～１２月２１日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
放 射 線 量 率 （最高値：５９nGy/h、最低値：３２nGy/h、平均値：４０nGy/h）
余市町の空間

☎２１－２１２５
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