
　各種自衛官募集

　総合体育館健康教室

= 募集・お知らせ =

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

= 募集・お知らせ =

自衛官候補生及び一般曹候補生（男子・
女子）、予備自衛官補（一般・技能）、
一般幹部候補生（一般・歯科・薬剤）、
医科・歯科幹部を募集します。新型コ
ロナウイルス感染予防対策を万全にし
て説明会を随時行っています。

・採用上限年齢の変更について
　自衛官候補生および一般曹候補生の
　採用年齢が１８歳以上３３歳未満に
　変更されました。
※細部応募資格等は、問合せください。
問合せ　自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所

　　　☎０１３４- ２２- ５５２１

限定特定行政庁の廃止について
余市町は、令和５年３月３１日付けで、
建築基準法に基づく限定特定行政庁を
廃止します。
廃止後は、建築基準法第６条第１項第
４号の建築確認申請等の審査業務は、
同項第１～３号と同様に北海道（後志
総合振興局）が所管します。また、民
間の指定確認検査機関も利用できます
ので、詳しくは北海道のホームページ
等をご確認ください。
なお、北海道（後志総合振興局）へ申
請する場合は電子申請も可能となって
おり、申請方法は次のとおりとなりま
す。
◇書面申請の場合
まちづくり計画課の窓口で申請を受付
け、北海道（後志総合振興局）へ進達
します。
（手数料は、北海道が規定する金額を
収入証紙で納付してください。）
◇電子申請の場合
北海道ホームページの「北海道建築行
政事務処理システム」へ申請書をデー
タ提出し、確認済証交付までシステム
上で完結します。　　
（手数料は収入証紙の郵送納付の他に、
キャッシュレス決済も可能です。）
※建築確認申請の際に必要となる、用
途地域や前面道路等の確認は、これま
でどおりまちづくり計画課等の各所管
部署にお問合せください。
問合せ　まちづくり計画課　
　　　　まちづくり建築グループ
　　　　☎２1 －２１２４

建築主、設計事務所、建築
業者等の皆さまへ

札幌国税局では国税専門官を募集して
います。
２０２３年度から国税専門官採用試験
に新試験区分（理工・デジタル系）が
創設されます。
受験資格
・平成５年４月２日から平成１４年４
　月１日生まれの者
・平成１４年４月２日以降生まれの者
　で大学を卒業する見込みの者など別
　に定める者　
申込受付期間
　申込みはインターネットにより行っ
　てください。
　３月１日 (水 )午前９時～
　　　　　２０日 (月 )〔受信有効〕
※ご不明な点はお問合せください。
問合せ
　札幌国税局人事第２課採用担当
　☎０１１- ２３１- ５０１１ 　内線２３１５
　または余市税務署総務課
　☎２２－２０９３ 内線１３

  国税専門官募集

日時　３月２日・９日・１６日・２３日（木）
　　　午後１時３０分～３時

①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日時　３月８日・２２日（水）　　　
　　　午後１時３０分～３時

定員（①～④とも）　１０名
　　 （定員になり次第締切り）
参加料（使用料を含む）
　各１回　　　  　５００円（①～④）
　 2 回セット　　  ８００円（①）
　４回セット　１，８００円  （②～④）
その他　
・ 体育館窓口または電話で申込み。
・ 健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります。
・ 動きやすい服装・運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意願います。
・ ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい。
・ コロナウイルス感染防止対策にご協
　力をお願いします。
・ 状況によっては、中止になる場合も
　ございます。
申込み・問合せ

　総合体育館　☎２３- ５２１０

②体幹バランスＵＰ
体幹バランスを整え、姿勢の矯正、負
荷に強い身体づくりを目指します。

③こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身体のバランスを整えます。
日時　３月２日・９日・１６日・２３日（木）
　　　午後３時～４時３０分

④基礎代謝ＵＰトレーニング
全身運動を行い、基礎代謝を上げます。
基礎代謝が上がっている状態で、ゆっく
りとした動作でトレーニングを行うと脂
肪燃焼の効果が上がり、効率よく体重減
少やサイズダウンが期待できます。
日時　３月　３日・１０日・１７日・
　　　　　２４日（金）
　　　午後１時３０分～３時

～詐欺電話シャットアウトセミナー
　　　　　（３月）開催のお知らせ～
日時：３月１５日（水）
　　　午後３時から１時間程度

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

つどいの広場
３月８日（水）午前１０時～

キッズルーム「あっぷる」

対象　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
　　　※３月３１日（金）はお休み
　　　　です
問合せ　キッズルームあっぷる
　　　　☎４８-８８５０

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）
つどいの広場
３月１６日（木）午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
カプラの会
３月４日（土）午後１時３０分～

日時　３月１６日（木）　
　　　午前１０時～１２時
予約　１日（水）から　定員１０名

◎今月のわくわくタイム（要予約）

親子ヨガ「ベビーヨガ」

◎ミニイベント
・パステルアート（お絵かき、スタ
ンプアートなど）絵はがき作成希望
の方はハガキを持参ください。（お
子さま１人５枚まで）
日時　３月１３日（月）　
　　　午前１０時～１１時３０分　
　　　午後１時３０分～３時３０分
予約　１日（水）から　定員１２名
　　　※定員になり次第締め切り　
　　　　とさせていただきます。

◎『ぐんぐんの日』
毎月１回身体測定ができます。身長
計、体重計を準備しています。お気軽
にお越しください。
日時　３月７日（火）
　　　午前９時３０分～１２時
　　　午後１時～４時
持ち物 母子手帳、バスタオル
※新型コロナウイルスの感染状況　
　によっては実施できない場合もあ
　りますので、当日の実施の有無を
　確認してからご利用くださるよう
　お願いします。

問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

～北洋銀行において税公金を窓口で納
付する場合の取次手数料について～
令和５年４月１日から北洋銀行本支店
窓口において、町の税金や水道使用料
などを納付する場合、別途、取次手数
料（１件につき、８８０円（消費税込））
が必要となりますので、ご注意願いま
す。
口座振替は今までどおり無料となりま
すので、納付に便利な口座振替をご利
用ください。
なお、納入通知書等に「納付場所」と
して、北洋銀行と記載されている場合
でも令和５年４月１日以降に、北洋銀
行窓口で納付する場合は取次手数料が
必要となりますので、ご注意願います。
※北海道信用金庫、ゆうちょ銀行、余
市町農業協同組合、余市郡漁業協同組
合、コンビニにてお支払いの場合は今
までどおり無料です。

問合せ　会計課  ☎２１-２１３６

  会計課からのお知らせ

● 雪による事故に注意
積雪期になると屋根などからの落氷雪
や雪下ろし作業中の転落、除雪機に巻
き込まれるなどの事故で多くの死傷者
が発生しています。
また、気温が上昇した日は雪解けが進
み、屋根などからの落氷雪が発生しや
すくなります。
〇過去に発生した事故の概要
 ・はしごに乗って屋根の雪下ろし作業    
　中、バランスを崩してはしごととも
　に転倒。
 ・屋根の雪下ろし作業中、足を滑らせ
　て屋根から転落。
 ・軒先のつららを落としていたとこ        
  ろ、　落下した氷塊が当たり負傷。
 ・軒下で除雪作業中、屋根からの落雪
　により埋没して負傷。
 ・除雪機を使用して除雪作業中、除雪
　機に巻き込まれて負傷。

バランスゲームで遊ぶ会
３月１９日（日）午後１時３０分～

竹馬・一輪車・なわとび検定の会
３月１８日（土）午後１時３０分～

〇雪による事故を防ぐため、次の点に
　注意しましょう
 ・落氷雪のおそれがある軒下などを歩
　かない。
 ・高所で作業する際はヘルメットを着

日　時　３月２５日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
対　象　子どもだけでなく、地域の方
　　　　どなたでも参加できます。
内　容  ランチの提供
       平松先生のおもしろ課外授業
       同時開催　　　　
申　込　電話による事前申込み
食事代　高校生まで無料
　　　　大人３００円
場  所　余市テラス
　　　　（黒川町１０丁目３番地２７）
　　　　※コープさっぽろ隣

問合せ
　よいちニコニコ食堂
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

場所：余市警察署３階大会議室
詐欺の手口の紹介や対処方法の講義を
行います。
受講希望者は、事前に電話で申込して
ください。
　　　～歩行者事故に注意～
北海道におけるＲ４年中の交通死亡事
故で、歩行中に事故にあった方は３２
人いました。
この中で、１０人の方が事故発生前に
路上に倒れていました。
運転手が前方をよく見ないまま運転し
て、道路横断中に転んでしまい起き上
がれなかった方や、酔っ払って路上で
寝てしまった方に気づかず轢いてし
まったのです。
カーナビを操作する、飲み物やタバコ
に気を取られる、スマートフォンを見
てしまうなど、前方から一瞬でも注意
がそれてしまうと、危険の発見が遅れ、
事故に繋がります。
運転に集中し、事故防止に努めましょ
う。

　足元をしっかり固定し、はしごがず
　れないよう、ほかの人に押さえても
　らう。
 ・エンジンをかけたまま除雪機から離
　れない。
このような点に気をつけ、除雪作業な
どによる転落事故などが起きないよう
に十分注意しましょう。
問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

　用するほか、転落防止用のロープ、
　安全帯などを適切に使用し安全を確
　保する。
 ・はしごを使用する際には、はしごの
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