お知らせ

13時～

■一般講習（１時間）

14時～

◎６月15日（金）

14時～

◎６月11日（月）

13時～

◎６月25日（月）

13時～

「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

■違反講習（２時間）

12
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教科書展示会開催の
お知らせ

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

◎６月15日（金）

このような状況を踏まえ、外国
総務省北海道総合通信局で
人を雇い入れる際は、次の３点 は、電波監視を実施し、適正
をご確認ください。
な電波環境の維持に努めてい
①就労が認められる在留資格で ます。電波に関する困りごと
あること
やご相談は下記へお問い合わ
②雇入れ・離職の際には、それ せください。
ぞれハローワークに届出を行 ■お問い合わせ
うこと
総務省 北海道総合通信局
③社会保険等の加入をはじめ適 ℡０１１‐７３７‐００９９
正な雇用管理を行うこと
【電話受付時間】午前８時
なお、厚生労働省では雇用対 分～午後 時、午後１時～午
策法に基づく、外国人労働者の 後５時（土・日・祝日を除く）
適正な雇用管理のための指針を ■電子メール
定めていますので、ご確認いた
soudan-hokkaido@soumu.
だ き 、 外 国 人 を 雇 用 す る 際 は 、 go.jp
ルールを守って適正に雇用する
ようお願いします。また、お問
大麓山ハイキング登
い合わせにつきましては、お近
山会のご案内
くのハローーワーク又は労働基

■優良講習（30分）

測定値
0.041
0.062
0.051
0.042
0.063
0.042
測定日

13時～

※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。

◎６月４日（月）

平成３０年５月１０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

◎６月４日（月）

【開催期間】
平成 年６月 日～６月 日
【場
所】
占冠村コミュニティプラザ
図書室
平成 年度から使用する小学
校用教科書と、現在使用してい
る小学校用並びに中学校用教科
書の展示会を行います。どなた
でも自由に閲覧することができ
ますので、ぜひ足をお運びくだ
さい。また、会場ではアンケー
トをお願いしています。教科書
を見た感想やご意見をお聞かせ
ください。お寄せいただいたご
意見は、使用する教科書の決定
機関である「第６地区教科用図
書採択委員会」に送付いたしま
す。
【お問い合わせ】
占冠村教育委員会学校教育担当
電話
‐２１８２

10

30

６月は「外国人労働者
問題啓発月間」です

30

占冠村の放射線量の状況（５月分）

運転免許更新時講習会

12

準監督署までお願いします。
十勝岳連峰の最南端に位置
【お問い合わせ】
する標高１４５９ｍの大麓山
ハローワーク富良野
に登り、高山植物の観察や頂
電話
‐４１２１
上からの雄大な眺望を楽しみ
旭川労働基準監督署
ませんか？２時間程度のハイ
電話 ０１６６‐ ‐５９０１ キング登山です。
日 時 ７月 日（火）
不法無線局から暮ら
午前９時～午後３時
しを守れ！
場 所 麓郷森林資料館
免許がない不法無線局は、携
駐車場集合・解散
帯電話やテレビ・ラジオの障害 参加費 無料
を起こしたり、警察、消防、救 定 員
名
急、防災行政無線など、人命に 申 込 申込者すべての住所
かかわる重要な無線通信を妨害
・氏名・年齢・電話
して、私たちの生活を脅かしま
番号、緊急時の連絡
す。
先、健康上の不安の
35

15

国内で就労している外国人は
多数いますが、その就労状況を
みると、社会保険等の未加入や
適正な労働条件が確保されてい
ない等の問題が散見されます。

23

30

31

56

30

お知らせ

１張 ５００円（タープ１
ある方はその内容や既
張を含む）
往症等を記入のうえ、
Ｅ メ ー ル ・ フ ァ ッ ク 【予約・お問い合わせ先】
電話
ス・郵送でお申し込み
‐８０１０
時間 ９時 分～ 時
ください。

２戸

●トマム地区
３戸
○第２トマム団地
２戸
３ＬＤＫ
２戸
○みなし特公賃住宅※
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。

●中央地区
○中央団地
１ＬＤＫ

●受付期限６月15日（金）
募集団地

30

18

Ｅメール
h o k u e n @ u f . a . u - 指定管理者
ＮＰＯ法人占冠・村づくり
tokyo.ac.jp
観光協会
ファックス
‐２６８９
郵送 〒０７９‐１５６３
紫外線から身を守る
富良野市山部東町９‐
締切 ６月 日（水）必着
応募者多数の場合、抽選
となります。※申込者に
は６月 日以降に詳細を
連絡いたします。
【主催・お問い合わせ】
東京大学北海道演習林
電話
‐２１１１（内線 ）

ます。
これから登山のシーズンと
もなりますが、標高の高い所
へ行くと、太陽に近いことや
空気が澄んでいることなどか
ら、麓に比べて紫外線があま
り弱まらずに降りそそぎ、一
般に標高が１０００ｍ高くな
ると ～ ％も紫外線が強く
なります。気象庁のホームぺ
ージでは、紫外線が人体に及
ぼす影響の度合いを分かりや
すく「ＵＶインデックス」と
いう指標でレベル分けをし
て、レベルに合わせた具体的
な対策例も示しています。
この情報を活用して、紫外
線の最も強い午前 時から午
後２時頃は外出を控える、陰
を利用する、日傘や帽子を使
う、長袖の服を着て肌を直接
出さない、サングラスをかけ
る、日焼け止めのクリームを
使用するなど対策の参考にし
てください。
10

12

10

日野登美子さん（字中央）
から、亡夫（故日野正昭さん）
の香典返しを廃し心温まるご
寄付をいただきました。
社会福祉法人
占冠村社会福祉協議会

2018年6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。
３ＬＤＫ ２戸

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７月２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

39

６月は真夏の強い日ざしが
降りそそぐ前で、北海道では
紫外線対策というにはちょっ
と気が早いと思っている人は
多いのではないでしょうか。
昼の時間が一年で最も長い
今年の「夏至」は６月 日で
す。６月は昼の時間が長く、
北海道では例年晴れの日が多
いことから、紫外線の量は７
月に次いで２番目に多い月と
なっています。
紫外線の量は、晴れて太陽
の光が直接到達すると量が多
く、曇りの日は雲で光がさえ
ぎられるため少なくなりま
す。
また、地面の状態によって
紫外線の反射は大きく変わ
り、
紫外線の反射率は草や土、
コンクリートやアスファルト
では ％前後、水面や砂浜で
％くらい、といわれていま
すので、内陸よりも海の方が
より紫外線が強いことになり
10

ニニウキャンプ場
６月２日オープン！

12

61

12

42

27

28

ニニウキャンプ場が６月２日
からオープンします。ご家族や
ご友人等で是非ご利用くださ
い。
【利用料金】
○キャンプ場入場料
日帰り１名 ２００円
１泊 １名 ３００円
○バンガロー（６棟）
１棟 ３０００円 （入場料含）
６名まで利用可能。
○オートサイト（ 区画）
１区画 １６００円
○持ち込みテント料
20

42

21

