1

■一般講習（１時間）

14時～

◎７月17日（火）

14時～

■違反講習（２時間）

※北海道の空間放射線率モニタリング結果（上川総合振興局
0.0209～0.0900）と比較して平常レベルと判断されます。

◎７月５日（木）
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平成 年度上川管内
町村等職員採用資格
試験のお知らせ

13時～

に来庁又はお電話により担当
までお申し出ください。
【本籍地が村内のご夫婦】
同意書を提出いただいた上
で、担当にて婚姻情報の調査
をさせていただきます。
【本籍地が村外のご夫婦】
戸籍筆頭者の戸籍抄本（写
し可）を提出いただきます。
【お問い合わせ】
福祉子育て支援課
社会福祉担当
電話
‐２１２５

測定場所
測定時間 天候
中央小学校グランド
９：30
曇
双民館グランド
９：50
曇
占冠地域交流館グランド 10：10
曇
占冠保育所グランド
９：35
曇
トマム学校グランド
10：50
曇
トマム保育所グランド
11：00
曇

◎７月17日（火）

対象は、村民で普通自動車
免許を持ち、７歳未満の児童
（自分の子ども以外）を乗せ
る必要がある方です。
１回の貸出期間を７日間以
内とし、知人の子どもや帰省
した孫を乗せる場合などに利
用できます。
貸出しをご希望の方は担当
までご連絡ください。
【お問い合わせ】
福祉子育て支援課
子育て支援室
電話
‐２１２５

■優良講習（30分）

測定値
0.032
0.057
0.048
0.045
0.061
0.038
測定日

13時～

熱中症を防ぐ
高温注意情報の活用

33

金婚式のご案内
50

56

全国的には涼しい北海道で
すが、上川・留萌地方におい
ても日中はかなりの高温とな
ります。昨年と同様、熱中症
への注意を呼びかけるために
「高温注意情報」の発表が開
始されました。最高気温が
℃以上になると予想した場合
に 、「 高 温 注 意 情 報 」 を 当 日
の朝または昼前に発表し、熱
中症への注意を呼びかけてい
ます。 ちなみに宗谷地方で
は、最高気温が ℃と予想さ
れた場合に高温注意情報が発
表されます。
熱中症は、最高気温 ℃以
上となる「夏日」くらいから
現れはじめ、最高気温 ℃以

13時～

◎７月25日（水）

【占冠村の採用予定職種及び
採用予定数】
・一般職
名
・専門職 （保育士） １名
（土木職）
名
【受付期間】
平成 年７月２日（月）から
８月３日（金）まで
【試験日】
平成 年９月 日（日）
【試験会場】
北海道旭川工業高等学校
【申込書配布】
平成 年７月２日（月）から
上川管内の全ての町村役場及
び各町村に所在する消防支
署、上川町村会事務局で配付
します。
【お問い合わせ】
総務課職員厚生担当
電話
‐２１２１

20

平成３０年６月１１日
【単位：マイクロシーベルト毎時】
☆富良野地域人材開発センター

◎７月５日（木）

占冠村の放射線量の状況（６月分）

運転免許更新時講習会

「北海道の空間放射線率モニタリング結果」は、下記のホー
ムページで公開されています。
『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
http：//www.iph.pref.hokkaido.jp/
■お問い合わせ 総務課総務担当 電話 56－2121

13時～

◎７月10日（火）

16

チャイルドシート貸
出事業のニーズ調査
の実施

昭和 年中に婚姻届を提出
され、今年で結婚 年目を迎
えられるご夫婦はご連絡をお
願いします。
村では、本年度の合同金婚
式及び敬老会の開催を９月
日（金）に予定しており、例
年同様、その席上で金婚式を
迎えられるご夫婦をお祝いし
ます。
なお、婚姻情報は個人情報
にあたるため、対象者ご自身
からの申告を受け、村におい
て婚姻事実の確認を行った上
で、該当すると認められるご
夫婦に対しお祝いさせていた
だきます。
対象となるご夫婦は、準備
の都合上７月 日（金）まで

31

56

44

1

31

30

30

30

56

村では、チャイルドシート
貸出事業のニーズ調査を行っ
ています。
調査では、チャイルドシー
トが必要な方に無料で貸出
し、ご意見を伺います。

25

30

お知らせ

14

■初回更新者講習（２時間）

お知らせ

30

○議案第１号 財産の取得に
ついて
上富良野消防団 第３分団
（水槽付消防ポンプ自動車
の取得）
○議案第２号 財産の取得に
ついて
富良野消防団 第５分団
（消防ポンプ自動車の取得）
○議案第３号 財産の取得に
ついて
富良野消防署南富良野支署
（高規格救急自動車の取得）
○議案第４号 富良野広域連
合事務管理者の選任につい
て
任期満了に伴う事務管理者
の選任 石井 隆（富良野
市副市長）再任
○議案第５号 富良野広域連
合監査委員の選任について
議会選出監査委員の選任
長谷川耿聰（占冠村）新任

●受付期限７月17日（火）
募集団地

皆様の入居をお待ちしています

30

平成 年第１回富良野広域
連合議会臨時会が６月４日に
開催されました。
本臨時会では、広域連合長
から示された、議案５件（財
産の取得３件、人事案２件）
が原案通り可決されました。
また、議会側案件で、欠員
となっていた常任委員会委員
の補充と任期満了に伴う選挙
管理委員会委員及び補充員の
選挙が行われ閉会しました。
◎常任委員会委員の補充選任
・総務産業委員会副委員長
長谷川耿聰（占冠村）
◎選挙管理委員会委員及び補
充員
・委員～伊藤 和朗、高畑
公子、藤本 利昭、
幕田 光義
・補充員～１番 塩 貝 俊 行
２番 川 上 泰 顕
３番 荏原 哲
４番 長田 壽弘
※可決された案件は、次のと
おりです。

村営住宅等入居者募集のご案内

●中央地区
５戸 ●トマム地区
３戸
○中央団地
○第２トマム団地
１ＬＤＫ ２戸
３ＬＤＫ
２戸
３ＬＤＫ ２戸
○みなし特公賃住宅※
○千歳団地
３ＬＤＫ
１戸
３ＬＤＫ １戸
※みなし特公賃住宅は、所得基準が異なります。
詳しくは、建設課建築担当へお問い合わせく
ださい。

※トマム地区の子育てや夫婦世帯向け賃貸住宅
の入居者も募集しています。
３ＬＤＫ ２戸

詳しくは、村ホームページでご確認ください。

■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人必要です。
★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８月１日（水）
■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 建設課建築担当
トマム支所
■お問い合わせ 建設課建築担当
☎ ５６－２１７２

平成 年第１回
富良野広域連合議会
臨時会報告

上となる「真夏日」あたりか
ら影響を受ける人が大きく増
え始めます。
気象台が観測する気温は、
地上から約１．５メートルの
高さでは芝生の上で観測して
います。芝生の上で ℃以上
となると、アスファルト面で
は ℃以上になる場合もある
と言われています。ベビーカ
ーは高さが センチくらいで
すから、散歩に出かける場
合、大人は気分が良くても赤
ちゃんには影響が大きい場合
もありますので注意してくだ
さい。
このように熱中症は、気温
だけでなく湿度や風速、
また、
汗のかきやすい環境も関係し
ますので、屋外だけでなく風
通しの悪い工事現場、体育館
それから家庭の浴室なども要
注意です。
熱中症対策としては、こま
めな水分や塩分の補給が重要
で、室内では換気、風通しを
よくするなど節電を意識しす
ぎない涼しい環境を作ってく
ださい。
50

【問い合わせ先】
旭川地方気象台
電話０１６６‐ ‐７１０２
32
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