お知らせ
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事業所向けセミナーの
開催について

【日時】
月 日（木）
セミナー
時～ 時
時より
個別面談
※１社あたり 分を予定し
ており、事前予約制とな
っています（限定２社）。
【場所】 富良 野 地 域 人 材
開発センター
16

■お問い合せ
富良野広域圏通年雇用促進
協議会（富良野市役所商工
観光課内）
電話
‐２３１２

20 16 14 7

北海道後期高齢者医療
広域連合からのお知ら
せ

見を募集します。
【計画（原案）及び募集要領】
広域連合ホームページをご
覧いただくか、役場保健福祉
課・トマム支所にて閲覧でき
ますので担当までお問い合わ
せください。
【募集期限】
平成 年 月 日（木）
28

今冬は、電力の安定供給に
最低限必要な供給予備力３％
以上を確保できる見通しです
が、お客様におかれましては、
引き続き「無理のない範囲で
の節電」にご協力をお願いい
たします。
詳しくは、ほくでんホーム
ページをご覧ください。

北海道電力からのお願い

■お問い合せ
北海道後期高齢者医療広域
連合
電話 ０１１‐２９０‐５
６０１
保健福祉課国保医療担当
電話
‐２１２２

12

「明治１５０年」

企画商工課企画担当 電話 56‐2124

■お問い合せ

日帰り２１人）

７２人（宿泊５１人

入場者数

12

2017年12月号

湯の沢温泉の公募型プ
ロポーザルの実施につ
いて
村では、占冠村公の施設に
係る指定管理者の指定条例に
基づき、湯の沢温泉事業計画
書の提案を行う公募型プロポ
ーザルを実施します。
日程は次のとおりです。詳
しくは村ＨＰに掲載の募集要
項をご確認の上、ご応募くだ
さい。
【応募・現地説明会】
平成 年 月 日（月）
【応募受付期間】
平成 年 月 日（木）
～
平成 年 月 日（金）
【選定委員会・選定結果通知】
平成 年 月 日（金）
1 12

■お問い合せ
企画商工課商工観光担当
電話
‐２１２４

1

29

平成 年（２０１８年）は、
明治元年（１８６８年）から
起算して満１５０年に当たり

込み、空メールを送信し登録手続きを行います。
登録手順がわからないなど、お困りの際は
担当までご連絡ください。
ＱＲコード

■初回講習（２時間）
◎１月10日（水） 13時～

登録すると、携帯電話やパソコンに、村の情報をメ
ールでお知らせします。
登録は、shimukappu@e.bme.jpまたはＱＲコードを読み

■違反講習（２時間）
◎12月11日（月） 13時～
◎12月21日（木） 13時～
◎１月25日（木） 13時～

「占冠村メール配信サービス」への
ご登録をお願いします

■一般講習（１時間）
◎12月15日（金） 14時～
◎１月９日（火） 14時～
◎１月15日（月） 14時～

29

12

30

１０月１日～１０月９日
期間

■お問い合せ 産業建設課農業担当 電話 56‐2174

13時～
13時～
13時～

■優良講習（30分）
◎12月15日（金）
◎１月９日（火）
◎１月15日（月）

39

北海道後期高齢者医療広域
連合は、道内１７９市町村と
の連携のもと、後期高齢者医
療制度を運営している特別地
方公共団体です。
この度、広域連合では、広
域連合と市町村が連携しなが
ら処理する事務について定め
た「第２次広域計画」及び被
保険者の健康の保持増進事業
のための
「保健事業実施計画」
が平成 年度末で終了するこ
とから、平成 年度からの新
たな計画を策定します。
この策定にあたり、次のと
おり広く住民の皆様からご意

☆富良野地域人材開発センター

ニニウキャンプ場の利用状況をお
知らせします

運転免許更新時講習会

30 29

平成 年４月から始まる改
正労働契約法「無期転換ルー
ル」についてまだ準備してい
ない、詳しく知りたいとお考
えの企業の人事・労務担当者
様へわかりやすくご説明いた
します。
参加無料ですので、この機
会にご参加ください。

29

56

30

30

56

30

お知らせ

ま す 。 政 府 で は 、「 明 治 １ ５
０年」関連施策として、地方
公共団体や民間も含めて、全
国で取組を推進しています。
次のホームページをご覧く
ださい。
h ttp://www.kantei.go.jp/
singi/meiji150/portal/

村長室の開放について

募集団地

●受付期限12月15日（金）

●中央地区

２戸

２戸

●トマム地区

い時間がかかります。

◎玄関先は各家庭で除雪
をお願いします
○各家庭の玄関先までは除雪
をすることができませんの
で、各自でお願いします。

村では村民の皆さんが村長
と気軽にお話できる「村長室
開放」を行っています。
中央では開放日を設定しま
せんので、都合のよい日に村
長室へお越しください。
トマムについては、月１回村
長室移動の日を設け、毎月、広

１戸

３ＬＤＫ

１戸
１戸

○第２トマム団地
３ＬＤＫ ２戸

○中央団地
１ＬＤＫ
２ＬＤＫ

◎作業機械には近づかな
いように！

報折込の「村のカレンダー」で
お知らせします。
【村長室移動の日】
毎月１回
時 分～ 時

場所 トマム支所
時間

■お問い合せ
企画商工課広報担当
‐２１２４
電話

村営住宅等入居者募集のご案内

※ト マム地区の子育て世帯向け賃貸住宅の
入居者も募集しています。

詳しくは、村ホームページでご確認くださ
い。

皆様の入居をお待ちしています

■入 居 資 格
次の条件を満たす方が申し込むことができます。
●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。
●月収が15万8000円以下の方。
（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除
等の金額を引き、残りの額を12ヶ月で割った金額
が15万8000円以下の方）
※単身の方でも入居できます。
※連帯保証人が２名必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方。
■家
賃 入居される世帯の収入等に応じて決定
されます。
■入 居 可 能 日 概ね平成３０年１月９日（火）
■入 居 決 定 入居者選考委員会の審査によります。
■申込受付場所 産業建設課建築担当
トマム支所
■お問い合わせ 産業建設課建築担当
☎ ５６－２１７２

○除排雪のため旋回、後退を
繰り返します。
○運転席からは周囲が見えに
くいので、近づかないでく
ださい。
※バス路線、通学路を優先に
除雪しております。大雪等の
際は遅れる場合がありますの
で、ご理解願います。

16

予約などの手続きは必要あ
りませんので、村長室、トマ
ム支所へお気軽にお立ち寄り
ください。
なお、村長が公務等で対応
できない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

45

■お問い合せ
北海道上川総合振興局地域
創生部地域政策課
電話 ０１
 ６６‐ ‐５９
１１

除雪に関するお願い
安全で迅速に作業する
ため、皆様のご協力をお
願いします
除雪に関する
お問い合わせ

‐３１７１

■国道
旭川開発建設部富良野道路
事務所
電話

‐２１６８

旭川建設管理部富良野出張所

■道道
電話
■村道
‐２１７２

産業建設課土木担当
電話

2017年12月号

13

13

56

◎路上駐車は除雪の妨げ
になります。
○除排雪は、大型機械で行い
ます。路上駐車があると前
後の作業ができません。
○作業のとき、接触などが起
こる可能性があります。
○道幅が狭くなり、通行の支
障になります。
○除雪の総延長は約 ㎞にも
なります。この距離を作業
しながら移動するので、長

23

23

56
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