中小企業退職金共済制度
「中小企業退職金共済制度」は、国がバックアッ
プする退職金制度で、3つの特徴があります。
１．国の制度だから安心！
しかも掛金の一部を国が助成します。
２．社外積立でラクラク管理！
社外積立なので手間がかかりません。
３．掛金は全額非課税で有利！
手数料もかかりません。
さらに、パートタイマーや家族従業員も加入でき
ます。詳しくはホームページをご覧ください。
中退共

検索

問 （独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎ 03-6907-1234

令和２年度鵡川水系水質調査結果

村では、鵡川水系の河川環境を守るため水質調査
を行い、状況把握に努めています。
令和２年度のＢＯＤ調査結果は次のとおりです。
【mg/L】

カリフリ川 青巌橋下流 基準値
令和２年5月19日

＜0.5

＜0.5

≦1

※いずれも基準値１を下回っています。
※ＢＯＤ（Biochemical oxygen demandの略）とは
生物化学的酸素要求量と呼ばれる水中の汚染を表
す指標の一つで、この数値が大きければ水質が汚
濁していることを表します。
■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）
※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
■家
賃 入
決定されます。
■入 居 可 能 日 概ね８月３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
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、家賃の支払
いが困難な場合は担当までご相談ください。
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令和２年第１回 富良野広域連
合議会臨時会報告

令和２年第１回富良野広域連合議会臨時会が６月
１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４
件（補正予算１件、財産の取得２件、条例改正１件）
が原案通り可決されました。
可決された案件は、次のとおりです。
○議案第１号
令和２年度富良野広域連合一般会計補正予算
歳入歳出それぞれ1,156千円を追加
《歳入》
・市町村負担金
△40,326千円
・諸収入（雑入）
1,000千円
・連合債
52,800千円
・国庫支出金
△12,318千円
《歳出》
・消防費（非常備消防費）
1,156千円
需用費の増加
○議案第２号
財産の取得について
富良野消防署 （災害対応特殊小型動力ポンプ付
水槽車の取得）
○議案第３号
財産の取得について
富良野消防署及び上富良野消防署 （消防ポンプ
自動車２台の取得）
○議案第４号
富良野広域連合公共串内牧場の設置及び管理に関
する条例の全部改正について

村営住宅等入居者募集のご案内

募集団地

受付期限７月15日（水）

●中央地区
９戸
○川添団地 ３ＬＤＫ １戸
○中央団地 １ＬＤＫ １戸 ２ＬＤＫ ２戸
３ＬＤＫ ２戸
○第２美園団地
３ＬＤＫ １戸
○第２千歳団地※ ４ＬＤＫ ２戸

※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 ５戸
○ト マ ム 団 地 ３ＬＤＫ ２戸
○第２トマム団地 ３ＬＤＫ ２戸
○第３トマム団地 ３ＬＤＫ １戸

●トマム地区の夫婦世帯向け村有住宅
３ＬＤＫ １戸
●トマム村有住宅 ３ＬＤＫ １戸

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

金婚式対象者に記念品を贈呈し
ます

昭和46年中に婚姻届を提出され、今年で結婚50
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は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響が強く懸念され
ることから中止を決定しましたが、金婚式を迎えら
れるご夫婦に記念品を贈呈させていただきます。
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
し贈呈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17日（金）
までにお電話により下記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。
問 福祉子育て支援課社会福祉担当

☎56-2125

生活・仕事相談会のお知らせ
日

時

７月22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 ７月21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」
☎ 0166-38-8800 FAX 0166-33-0021
✉ 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
■初回更新者講習（2時間）
◎７月10日（金） 13時～
■優良講習（30分）
◎７月６ 日（月） 13時～
◎７月15日（水） 13時～
◎７月22日（水） 16時～
■一般講習（１時間）
◎７月６ 日（月） 14時～
◎７月15日（水） 14時～
■違反講習（２時間）
◎７月22日（水） 13時～

令和３年度上川管内町村等職員
採用資格試験のお知らせ

【占冠村の採用予定職種及び採用予定数】
○一般行政職 １名
○専 門 職 保育士 若干名 保健師 １名
【 受 付 期 間 】 令和２年７月１日（水）から
令和２年８月７日（金）まで
【 試 験 日 】 令和２年９月20日（日）
【合格発表日】 令和２年10月９日（金）
※筆記試験の合格発表日です
【 試 験 会 場 】 北海道旭川商業高等学校
（旭川市曙３条３丁目）
【申込書配布】 令和２年７月１日（水）から上川管
内の全ての町村役場及び上川町村会
事務局で配布します。
【試験説明会】 新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため本年度は開催しません。
※試験詳細は、村ホームページをご覧ください。
問 総務課職員厚生担当 ☎ 56-2121

北海道障害者職業能力開発校の
見学会を開催します。

北海道障害者職業能力開発校では、入校を希望さ
れる方等に訓練内容や寮生活に関する理解を深めて
いただくことを目的に、見学会を開催します。
日
時 令和２年７月27日（月）13時30分～
申込期限 令和２年７月20日（月）まで
申込方法 下記までお問い合わせください。
〒073-0115 砂川市焼山60番地
問 北海道障害者職業能力開発校
☎ 0125-52-2774 FAX 0125-52-9177

占冠村の放射線量の状況（６月分）
測定日

令和２年６月８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
15時28分 曇
0.042
双民館グランド
13時05分 曇
0.053
占冠地域交流館グランド 13時29分 曇
0.055
占冠保育所グランド
13時17分 曇
0.047
トマム学校グランド
14時02分 曇
0.041
トマム保育所グランド
14時07分 曇
0.042

※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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