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開
設

マイナンバーカード・パスポートの
休日夜間窓口

　平日の日中にお仕事や学校で役場に来ることが

難しい方のために、マイナンバーカードとパスポー

トの交付等窓口を休日及び夜間に開設します。

　日中お忙しい方は、この機会をご利用ください。

【日　時】

　・２月 14 日㈰　 9 時～ 12 時

　・２月 16 日㈫、18日㈭　17 時 15 分～ 19 時 30 分

　※�正面入口は閉鎖されています。東側入口より

お入りください。

【場　所】　役場１階　町民生活係

【受付内容】

　①マイナンバーカードの受取

　※既に申請されていて、交付通知書が届いている方

　②マイナンバーカードの電子証明書の更新

　※電子証明書の更新案内が届いている方

　③パスポートの受取

【その他】

　それぞれ必要な書類が異なります。町ホーム

ページに必要書類などの掲載をしていますのでご

確認ください。

　次回の「休日夜間窓口」は、３月 14 日㈰～ 18

日㈭の間で予定しています。

【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）

相
談 岩見沢保健所こころの健康相談

　岩見沢保健所では、こころの健康問題を抱える

本人や家族などに対し、こころの健康相談を実施

します。

【日　程】2 月 18 日㈭　13 時～ 15 時

【場　所】岩見沢保健所

　　　　（岩見沢市８条西５丁目　空知総合振興局内）

【内　容】精神科医師との面接相談

【その他】

・予約制（前日の 12 時まで）

・保健師との電話や面接での相談は随時行っています

【申込・問合先】岩見沢保健所健康推進課健康支援係

（☎ 0126-20-0122）

料金改定のお知らせ
■ごみ袋 販売価格の改定について
　南空知公衆衛生組合（長沼町・南幌町・由仁町）が収集するごみの指定袋について、販売価格を４月１

日から改定します。

【ごみ袋販売価格】 （表示価格：税込）

区 分 容 量
３月 31 日まで ４月１日から 令和５年４月１日から

1組あたり 枚数 1組あたり 枚数 1組あたり 枚数

生ごみ （黄色）
６ℓ 174 円 10 枚 120 円 10 枚 120 円 10 枚

15ℓ 242 円 10 枚 300 円 10 枚 300 円 10 枚

可燃ごみ （赤色）
20ℓ 300 円 10 枚 400 円 10 枚

40ℓ 177 円 10 枚 300 円 ５枚 400 円 ５枚

不燃ごみ
（青色）

５ℓ 84 円 10 枚 100 円 10 枚 100 円 10 枚

30ℓ 173 円 10 枚 225 円 ５枚 300 円 ５枚

（茶色） 15ℓ 138 円 10 枚 300 円 10 枚 300 円 10 枚

ビン・缶・
ペットボトル

（灰色） 40ℓ 182 円 10 枚 200 円 10 枚 200 円 10 枚

プラスチック （白色） 40ℓ 159 円 10 枚 200 円 10 枚 200 円 10 枚

※粗大ごみ、段ボール、乾電池、蛍光管は、これまでどおり無料です。

【新しいごみ袋及び現在のごみ袋の販売時期について】
�・新しいごみ袋は、４月１日から販売します。　

�・�現在のごみ袋は、３月31日まで販売し、６月30日まで使用できますが、７月１日からは使用できません。

�・現在の指定袋の交換や払い戻しは一切できませんので、計画的なご購入をお願いします。

【問合先】南空知公衆衛生組合業務係（☎ 88-3900）または役場町民生活係（☎ 76-8012)

■伏古斎苑 火葬場使用料の改定について
 �南空知葬斎組合（長沼町・南幌町・栗山町・由仁町）が運営する伏古斎苑の火葬場使用料を、４月１日
から改定します。

【料金表（ ）内改定前料金】

区　分 単　位
使　用　料

関係町の住民 その他の住民

15 歳以上の死体 １体につき 17,000 円（15,000 円） 62,000 円（60,000 円）

15 歳未満の死体 〃 13,000 円（11,000 円） 46,000 円（44,000 円）

死　　　胎 １胎につき 8,000 円（�6,000 円） 20,000 円（18,000 円）

身体の一部 １　人　分 8,000 円（�6,000 円） 20,000 円（18,000 円）

胎児付属物 〃 8,000 円（�6,000 円） 20,000 円（18,000 円）

霊　安　室 １棺１夜につき 7,000 円（�5,000 円） 12,000 円（10,000 円）

区　分 単　位 使　用　料

小　動　物

（１体または一部）

20 ㎏以上

１体または一部につき

11,000 円（10,000 円）

5㎏以上 20 ㎏未満  8,000 円（�7,000 円）

5 ㎏未満  6,000 円（�5,000 円）

【問合先】南空知葬斎組合（由仁町役場内）（☎ 0123-83-3903）

労
災 石綿による疾病の補償・救済

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者と

して石綿ばく露作業に従事していたことが原因で

あると認められた場合には、労働者本人（または

その遺族）へ、労働者災害補償保険法に基づく労

災保険給付（または特別遺族給付金）などが支給

されます。

　石綿による疾病は、石綿を吸ってから、非常に

長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

　中皮腫などでお亡くなりになられた方が、過去

に石綿業務に従事されていた場合には、労働保険

給付などの支給対象となる可能性がありますの

で、北海道労働局または岩見沢労働基準監督署に

ご相談ください。

【問合先】　北海道労働局（☎ 011-709-2311）

　岩見沢労働基準監督署（☎ 0126-22-4490）

改
正 高齢者雇用安定法が改正されます

　少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中

で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲が

ある高年齢者が、その能力を十分に発揮し活躍で

きるよう、環境整備を図ることを目的として、「高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢

者雇用安定法）の一部が改正され、4 月 1 日から

施行されます。

【改正のポイント】

■ 70 歳までの就業機会の確保（努力義務）

　65 歳までの雇用確保（義務）に加え、65 歳か

ら 70 歳までの就業機会を確保するため、高年齢

者就業確保措置として、次のいずれかの措置を講

ずる努力義務を新設します。

　① 70 歳までの定年引上げ

　②　定年制の廃止

　③  70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤

務延長制度）の導入

　④  70 歳まで継続的に、業務委託契約を締結す

る制度の導入

　⑤  70 歳まで継続的に、以下の事業に従事でき

る制度の導入

　　・事業主が自ら実施する社会貢献事業

　　・ 事業主が委託、出資（資金提供）などをす

る団体が行う社会貢献事業

　詳しくは、北海道労働局またはお近くのハロー

ワークにお問い合わせください。

【問合先】北海道労働局（☎ 011-709-2311）


