お知らせ

◎５月16日（水）

14時～

■違反講習（２時間）

13時～

◎５月25日（金）

■初回講習（２時間）

13時～
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電源立地地域対策交
付金事業

14時～

的に、占冠湯の沢温泉の無料
星野リゾートトマム
入浴券の配布を始めました。
村民優待のお知らせ
是非ご利用ください。
【対象】占冠村に住所を有す
星野リゾートトマムのご厚意
る 歳以上の方及び後期高齢
により、村民の皆さんに広く利
者医療の保険証をお持ちの方
用していただくためにミナミナ
【配布枚数】１人 枚
ビーチ・木林の湯の
「村民優待」
【配布場所】住民課国保医療
を実施しています。
担当、トマム支所 保
( 険証等
役場企画商工課（企画担当）
・
身分が証明できるもの、印鑑
トマム支所で申請し、発行され
をご持参ください。 )
る『村民優待証明書』を提示す
ることで左記優待料金で利用で
きます。是非ご利用ください。

◎５月７日（月）

■お問い合わせ
住民課国保医療担当
電話
２-１２２

■一般講習（１時間）

この交付金は発電用施設周
辺の市町村が行う公共用施設
の整備や住民福祉の向上に資
する事業に対して交付される
ものです。
占冠村では双珠別に発電所
が設置されていることによ
り、交付金の対象地域となっ
ています。
平成 年度においては児童
生徒の教育環境の確保と教育
福祉の向上を図るため、交付
金の４４０万円を村内小中学
校の運営費に充てました。

13時～

平成 年工業統計調
査を実施します

◎５月16日（水）

■お問い合わせ
企画商工課商工観光担当
電話
２-１２４

13時～

占冠村住民活動推進
事業の採択について

◎５月７日（月）

◆優待料金（本人負担額）
大人※同伴者４名まで優待料
金で利用できます。
・ミナミナビーチ
１，０００円（通常２，５０
０円）
・木林の湯
４００円（通常８００円）
工業統計調査は我が国の工
業実態を明らかにすることを
目的とした統計法に基づく報
告義務がある重要な統計で
す。調査結果は中小企業施策
や地域振興などの基礎資料と
して利活用されます。調査時
点は平成 年 月 日です。
調査員が調査依頼に訪問し
た際には、調査へのご協力を
お願いします。

占冠村では、ボランティア
団体、ＮＰＯなどによる住民
の自主的な活動を支援するこ
とによって、住民活動の活性
化と地域力の向上、住民福祉
の増進に資する活動を推進し
ています。
平成 年度採択事業は次の
とおりです。

■優良講習（30分）

75

■お問い合わせ
企画商工課広報統計担当
電話
２
-１２４

☆富良野地域人材開発センター

❖仮想通貨の豆知識❖

運転免許更新時講習会

10

1

ビットコインの高騰や仮想通貨交換所からNEM（ネム）が
不正に外部へ送金されたことで注目を浴びている、仮想通貨
について簡単に説明しましょう。
◎仮想通貨と電子マネーの違い
仮想通貨は、コンピューターやスマホを介して使うインタ
ーネット上の通貨のことです。電子マネーに似ていますが、
電子マネーが商品、サービスなどを購入する際の決済に限定
されているのに対して、仮想通貨は決済に加え、日本円との
交換や送金にも利用できます。また、価格が大きく変動する
こともあるため、投資目的で売買する人も少なくありません。
仮想通貨はネット上の取引所（仮想通貨交換業者）をとおし
て利用します。
◎注意点
国や金融機関が価値を保証している「法定通貨」ではあり
ません。値段が大きく下がるリスクがあります。また、実在
する取引所を名乗り詐欺的勧誘も行われているので、業者の
住所、電話番号が正しいものか金融庁ホームページで確認す
ることが必要です。

◎５月10日（木）

■お問い合わせ
企画商工課企画担当
電話
２-１２４

高齢者等へ湯の沢温
泉入浴券を配布して
います
昨年度より高齢者の皆様の健
康の保持増進と、社会参加、交
流の機会の提供を図ることを目

6

29

56

29

56

30

30

56

56

お知らせ

13

1

45

16

5

31

7

所までお問い合わせくださ
い。
上川総合振興局納税課
℡０１６６ ４-６ ５
-１００
名寄道税事務所
℡０１６５４ ２- ４-１４８

募集団地

●受付期限５月15日（火）

●中央地区

２戸

皆様の入居をお待ちしています

０戸

●トマム地区

■お問い合わせ
企画商工課広報統計担当
電話
２
-１２４

30

自動車税の納期限
は、５月 日です

２戸

３ＬＤＫ

２戸

○中央団地
１ＬＤＫ

ヘルプマークの配布
を開始します
ヘルプマークとは、援助や
配慮を必要としていることが
外見からは分からない方が、
着用することで周囲の方に配
慮を必要としていることを知
らせ、援助が得やすくするも
のであり、村でも配布を開始
します。
■配布対象者
外見からは配慮や援助が必
要と分かりにくい方
■配布場所
福祉子育て支援課
社会福祉担当
■お問い合わせ
福祉子育て支援課
社会福祉担当
電話
２
-１２５

占冠村

福井 清さん（字上トマム）
から、占冠村の福祉のための
資金に使用していただきたい
と、心温まるご寄附をいただ
きました。

56

56

自動車税は、自動車の所有
に対して課税されるもので
す。忘れずに納めましょう。
■納税通知書について
納税通知書の発付日は、平
成 年 月 日（月）です。
お手元に届かない場合は、札
村長室の開放について
幌道税事務所自動車税部課税
村では村民の皆さんが村長と 担当（０１１ ７-４６ １
-１９
気軽にお話できる
「村長室開放」 ０）までご連絡ください。
を行っています。
■
納
める場所
中央では開放日を設定しませ
道内の金融機関・郵便局、
んので、都合のよい日に村長室 総合振興局・道税事務所の窓
へお越しください。
口のほか、コンビニエンスス
トマムについては、月１回村 トアやインターネットを利用
長室移動の日を設け、毎月、広 したクレジット納税ができま
報折込の「村のカレンダー」で す。
お知らせします。
■口座振替納税について
【村長室移動の日】
自動車税の納税は、簡単便
毎月 回
利な口座振替をご利用できま
場所 トマム支所
す。お申し込みは、札幌道税
時 分～ 時
時間
事務所自動車税部口座振替担
予約などの手続きは必要あり 当
（０１１ ７-４６ １
-２５７）
ませんので、村長室、トマム支 までご連絡ください。
所へお気軽にお立ち寄りくださ ■納税に関するご相談
い。なお、村長が公務等で対応
やむを得ない事情で納期内
で き な い 場 合 も あ り ま す の で 、 に納税できない場合など、納
あらかじめご了承ください。
税についてのご相談は、お近
くの総合振興局又は道税事務

2018年5月号
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村営住宅等入居者募集のご案内

※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。

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６月１日（金）
■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

○宮下地域ボランティア事業
(宮下ボランティア会) 19,304円
○占冠ボランティア事業
(占冠ボランティア会) 54,391円
○第12回しむかっぷ村民「山菜市」
(山菜市実行委員会)
20万円
○広島神楽研修事業
(占冠神楽保存会)
30万円
○美園ボランティア事業
(美園ボランティア会) 91,369円

