気象台一口メモ
「冬型の気圧配置」

ペットのフンの後始末について

この時期になると、天気予報では必ずと言ってい
いほど「西高東低の冬型の気圧配置」という言葉が
出てきます。これは文字の通り西側に高気圧、東側
に低気圧がある気圧配置で、主に北西からの冷たく
強い風が吹くのが特徴です。冬期間に「西高東低」
となりやすいのは、大陸が冷やされることで空気が
重くなり、優勢な高気圧が形成される一方、低気圧
がオホーツク海から千島列島付近に発達しながら進
むことが多くなるためです。
大陸からの冷たい風が日本に来るには、途中必ず
日本海を通ります。ここで大量の水蒸気を補給し、
この水蒸気が冷やされることで雲が次々と発生し、
日本列島に流れ込んで雪を降らせます。この時の雲
は風が強いため細く筋状になるのが特徴で、「西高
東低の冬型の気圧配置」は長いときには１週間ほど
続くため、
限られた同じ地域に雪雲が入り続けると、
局地的な大雪をもたらすことがあります。
「西高東低」は、強い寒気を流入させ、暴風雪や
大雪をもたらし生活に大きな影響を与えることにな
り、「クリスマス寒波」や「年末低気圧」と呼ばれ
報道されることもあります。
気象情報を参考にして暴風雪・大雪の際は行動を
控える他、行動をする場合には被害に備えた準備を
心がけてください。
気象台では、12時間に降る雪の量が留萌管内や
上川北部では50センチ以上、その他の地域では40
センチ以上と予想した場合には大雪警報を発表しま
す。大雪警報や大雪注意報が発表された場合は、大
雪による交通障害などに警戒または注意して下さ
い。
問 旭川地方気象台
☎ 0166-32-7102

ペットのフンを片付ける
ことは、飼い主にとって最
低限のマナーです。
散歩中など、外でトイレ
が必要な場合は、必ず後始
末をしましょう。また、フ
ンだけではなく、尿につい
ても住宅等の前でされて困
っている方もいます。
飼い主の方は、ペットが家でトイレを済ませられ
るよう訓練しましょう。

■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）
※敷金の納入が必要です。
※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。
 居される世帯の収入等に応じて決
■家
賃 入
定されます。
■入 居 可 能 日 概ね１月６日（月）
■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
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問

建設課環境衛生担当

☎

2020年農林業センサスが実施さ
れます

ご協力に感謝申し上げます
第39回紅葉祭りでは、会場設営・撤収作業など
で（株）川端組様、（株）増山建設様、（株）山伏パ
コム様のご協力をいただきました。
また、（株）川端組様が、地域貢献事業として占
冠中学校前坂道の伐採作業を行いました。
たくさんのご協力に、心より感謝申し上げます。

富良野緑峰高等学校農業特別専
攻科学生募集

56-2173

全国一斉労働トラブル１１０番
釧路青年司法書士協議会および全国青年司法書士
協議会は、労働トラブルに関する、全国一斉の無料
相談会を開催します。
日
時 令和元年12月８日（日）
10:00～17:00
専用電話番号 0120-033-544（通話料無料）
※当日のみの専用の臨時番号です
内
容 司法書士による労働トラブル電話無
料相談
○賃金や残業代未払い
○突然の解雇
○セクハラやパワハラ、マタハラ
○有給休暇が取れない 等
問 釧路青年司法書士協議会
☎ 0156-65-2198

村営住宅等入居者募集のご案内
募集団地

●受付期限12月16日（月）

●中央地区
８戸
○川添団地
３ＬＤＫ １戸
○中央団地
２ＬＤＫ ２戸
３ＬＤＫ ２戸
○第２中央団地※
２ＬＤＫ １戸
○第２千歳団地※
４ＬＤＫ ２戸

●トマム地区 ３戸
○トマム団地
３ＬＤＫ １戸
○第２トマム団地
３ＬＤＫ １戸
○第３トマム団地
３ＬＤＫ １戸

※第２中央団地、第２千歳団地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。

○トマム地区の夫婦世帯向け村有住宅
３ＬＤＫ ２戸

※こちらの住宅は入居基準が異なります。
詳しくは建設課建築担当へお問い合わせください。

農林水産省では、令和２年２月１日現在で、
『2020
年農林業センサス』を実施します。この調査は、我
が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにする最
も基本的な調査です。
令和元年12月中旬から調査員が農林業関係者の
方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの
記入をお願いします。
調査票に記入された事項については、統計以外の
目的には使用されませんので、ご協力をお願いいた
します。

生活・仕事相談会のお知らせ
日

時

12月25日（水）10時00分～10時50分
11時00分～11時50分
場 所 占冠村役場内
申 込 12月24日（火）の午後３時までに電話、
FAX、メールで予約してください。
相談料 無料
問 自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
〒078-8231 旭川市豊岡１条２丁目１-16
☎ 0166-38-8800 FAX 0166-33-0021
メール anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

運転免許更新時講習会
富良野地域人材開発センター
〒076-0055 富良野市西麻町1番1号
☎ 22-2619

■優良講習（30分）
◎12月５ 日（木） 13時～
◎12月16日（月） 13時～
■一般講習（１時間）
◎12月５ 日（木） 14時～
◎12月16日（月） 14時～
■違反講習（２時間）
◎12月10日（火） 13時～
◎12月19日（木） 13時～

富良野緑峰高等学校農業特別専攻科では、自家の
農業に従事しながら専門的知識と技術を学びたい方
を募集しています。
修行年数 ２年間
募集人員 20名（男女共学）
受付期間 令和２年１月７日（火）午前９時 から
令和２年１月20日（月）
正午 まで
（日曜日、土曜日及び成人の日を除く）
検 査 日 令和２年２月４日（火）午前９時
検査会場 北海道富良野緑峰高等学校
検査内容 作文（800字）、面接
合格発表 令和２年２月12日（水）午前９時
そ の 他 入学願書などは富良野緑峰高等学校へ直
接ご請求ください。
合格者が募集人数に満たない場合は２次
募集を行います。
問 北海道富良野緑峰高等学校 農業特別専攻科
☎ 22-2594

占冠村の放射線量の状況（11月分）
測定日

令和元年11月１日
【単位：マイクロシーベルト毎時】
測定場所
測定時間 天候
測定値
中央小学校グランド
11時45分 曇
0.033
双民館グランド
11時30分 曇
0.048
占冠地域交流館グランド 11時10分 曇
0.034
占冠保育所グランド
11時40分 曇
0.049
トマム学校グランド
10時35分 曇
0.051
トマム保育所グランド
10時40分 曇
0.037

※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
0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。
「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/
問 総務課総務担当 ☎ 56-2121
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