公証週間のお知らせ
10月１日（木）から10月７日（水）までは公証
週間です。
公証人は、公証役場において遺言や大切な契約な
どの公正証書の作成、会社を設立する際の定款の認
証などを行っています。
公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
公正証書遺言は、自筆遺言証書のように裁判所で
の検認は必要ありませんし、原本は公証役場で保存
していますので、偽造・変造や紛失の心配もありま
せん。また、公証人が自宅や病院へ出向いて遺言書
を作成することもできます。
Q 公正証書とはなんですか。
A 公正証書は、法律の専門家である公証人が作成
する公文書のことです。
Q 遺言を公正証書にしておく利点は何ですか？
A ①遺言の原本は、半永久的に無料で公証役場が
保管していますから、滅失・偽造などの心配が
ありません。②本人が死亡したとき、家庭裁判
所で検認の手続きを取る必要がありません。③
本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記
手続きができます。
公証制度の詳細については、公
証役場または法務局にお問い合わ
せください。
問 旭川公証人合同役場
問 旭川地方法務局

☎
☎

0166-23-0098
0166-38-1144

■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11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
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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ハロウィンジャンボ宝くじが発
売中です！

宝くじの売り上げの約４割は、北海道の貴重な財
源として、交通安全や森林づくりなど道民の皆様の
生活を豊かにする身近な事業に役立てられています。
宝くじは、北海道内で購入しましょう。なお、宝
くじは、パソコンやスマートフォンから24時間購
入できます。公式サイト：http://www.takarakuji-official.jp/
ハロウィンジャンボ宝くじ
１等・前後賞合わせて ５億円
発売期間：10月20日まで 抽せん日：10月27日
単
価：300円
ハロウィンジャンボミニ
１等 1,000万円
発売期間：10月20日まで
単
価：300円

抽せん日：10月27日

一定面積以上の土地取引には届
出が必要です

村内で、10,000㎡以上の土地取引を行う場合は、
国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出期限は、契約締結日を含めて２週間以内です。
届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力
をお願いします。
届出は、村長を経由して道知事に対して行います。
届出がなされた土地について、利用目的の審査が行
われます。届出をしなかった場合は、罰せられるこ
とがありますのでご注意ください。
詳細は、上川総合振興局地域創生部地域政策課
（☎0166-46-5914）にお問い合わせください。

村営住宅等入居者募集のご案内

募集団地

受付期限10月15日（木）

●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 ３戸
○ト マ ム 団 地 ３ＬＤＫ ２戸
○第２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。

お子さまの教育資金を「国の教
育ローン」がサポートします

少子化対策パネル展の開催
生まれる子どもの数が少なくなって、子どもの数
がどんどん減ってしまう『少子化』。道内でも生ま
れてくる子どもの数は、年々減少傾向にあります。
少子化が続いて働く人の数が減り高齢者が増える
と、経済や社会の成長を続けることが難しくなりま
す。少子化の背景には、未婚化・将来への不安感・
子育てにかかる費用・長時間労働・仕事と家庭の両
立への負担感・経済的生活基盤の弱さ等様々な要因
があります。
こうした簡単には解決できない課題だからこそ、
少子化問題について皆が考える必要があります。
10月12日（月）～16日（金）までの5日間にわたり、
上川総合振興局大雪カムイミンタラホールで『少子
化対策パネル展』が開催されます。道の少子化の現
状や少子化対策の取組を紹介しておりますので、こ
の機会に是非御覧ください。

生活・仕事相談会のお知らせ
日

時

10月28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 10月27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）
◎10月５ 日（月）

13時～

◎10月15日（木）

13時～

■一般講習（１時間）
◎10月５ 日（月）

14時～

◎10月15日（木）

14時～

■違反講習（２時間）
◎10月９ 日（金）

13時～

◎10月23日（金）

13時～

※講習日は変更する場合があります

高校、大学などへの入学時･在学中にかかる費用
を対象とした公的な融資制度です。
ご融資額
お子さま１人あたり350万円以内
金利
年1.70％ 固定金利
※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所
得122万円）以内の方」または「子ども３人以上
の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以
内の方」は年1.30％ （令和２年８月１日現在）
ご返済期間
15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世
帯年収200万円（所得122万円）以内の方」また
は「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以内の方」は18年以内
お使いみち
入学金、授業料、教科書代、アパート・マンショ
ンの敷金・家賃など
ご返済方法
毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保証
（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人によ
る保証も可能）
詳細につきましては、HP（
「国
の教育ローン」で検索）または
教育ローンコールセンターまで
お問い合わせください。
問
☎

教育ローンコールセンター
0570-008656 または
03-5321-8656

占冠村の放射線量の状況（９月分）
測定日

令和２年９月４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 雨
0.043
双民館グランド
11時10分 雨
0.049
占冠地域交流館グランド 11時35分 雨
0.050
占冠保育所グランド
11時25分 雨
0.039
トマム学校グランド
13時40分 曇
0.041
トマム保育所グランド
13時45分 曇
0.040

※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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