「暴風雪に備える」
上川・留萌地方では、いよいよ本格的な冬の季節
を迎えました。今回は、「暴風雪」についてのお話
しをします。
暴風雪に伴う災害には、猛ふぶきによる視界不良、
吹きだまりによる交通障害や歩行困難、暴風による
飛散物での家屋等損壊、停電などがあり、北海道で
は毎年のように発生しています。特に平成25年3月
には、道東地方を中心として発生した暴風雪により
９名の方が亡くなり、500台以上の車が立ち往生す
るなど大きな災害となりました。
気象台では、暴風雪が予想されるときに暴風雪警
報を発表します。また、広範囲に災害が予想される
ときには「数年に一度の猛ふぶき、外出を控えて下
さい。
」のキーワードを用いた気象情報を発表して、
暴風雪に対する厳重な警戒を呼びかけます。このキ
ーワードを用いる場合は、２～３日前から段階的な
防災気象情報の発表や北海道運輸局・北海道開発建
設部との共同発表など、暴風雪に対してより一層の
注意・警戒への喚起を行います。
暴風雪災害は、晴天から荒れた天気へ急変したと
きに特に多く発生しています。暴風雪警報が発表さ
れたときには、今の天気が良くても油断することな
く、最新の気象情報や道路情報などを事前に十分確
認してから行動するようにしましょう。
問 旭川地方気象台

☎

0166-32-7102

旭川地方気象台ホームページアドレス
https://www.jma-net.go.jp/asahikawa/

■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。
■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１月12日（火）
■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。

13

2020年12月号

富良野緑峰高等学校農業特別専
攻科学生募集のお知らせ

降雪期の雪崩に注意しましょう
これから降雪期に入り、寒さが厳しくなりますが、
この時期は表層雪崩が多くなります。雪崩災害を未
然に防ぐためには日頃からの注意が大切です。急な
天候・気温の変化や、斜面の状況に注意し、早めの
避難を心がけましょう。
雪崩が自分の近くで起きた場合
流されている人を見続け、仲間が雪崩に巻き込ま
れた地点（遭難点）と、見えなくなった地点（消失
点）を覚えておきましょう。見つかれば、直ちに掘
り起こして救急処置を行いましょう。
自分自身が雪崩に流されてしまった場合
雪崩の流れの端へ逃げましょう。身体から荷物を
はずし、雪の中で泳いで浮上するようにしましょう。
雪が止まりそうになったとき、雪の中での空間を確
保できるよう、手で口の前に空間を作りましょう。
雪の中から、上を歩いている人の声が聞こえる場合
があるため、大きな声を出して助けを求めましょう。

確定申告のお知らせ

令和２年分の還付申告の提出は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止のため、自宅のパソコン
やスマートフォンなどからの電子申告（e-Tax）を
推奨しております。
電子申告を行うには、e-Taxを利用するための利
用者識別番号の取得、マイナンバーカードの取得、
または、国税庁ホームページの作成コーナーから確
定申告書を電子送信するためのID・パスワードの事
前準備をお願いします。
ご不明な点等ございましたら、国税庁ホームペー
ジ【http:/www.nta.go.jp】または、富良野税務署【☎
22-2144】へご確認ください。

村営住宅等入居者募集のご案内

募集団地

受付期限12月15日（火）

●中央地区
６戸
○中央団地 １ＬＤＫ １戸 ２ＬＤＫ ２戸
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 ４戸
○ト マ ム 団 地 ３ＬＤＫ １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

※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。

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。
修業年数
2年間
募集人員
20名（男女共学）
受付期間
令和3年(2021年)1月 7日（木）午前9
時から令和3年(2021年)1月20日（水）
正午まで（日曜日、土曜日及び成人の
日を除く）
検 査 日
令和３年２月 ４日（木）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3年(2021年)2月12日（金）
そ の 他
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。入学願書などは直
接富良野緑峰高校へ請求ください。
問 北海道富良野緑峰高等学校 ☎22-2594

生活・仕事相談会のお知らせ

日

時

12月23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22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４ 日（金）

13時～

◎12月15日（火）

13時～

■一般講習（１時間）
◎12月４ 日（金）

14時～

◎12月15日（火）

14時～

■違反講習（２時間）
◎12月10日（木）

13時～

◎12月18日（金）

13時～

※講習日は変更する場合があります

林業退職金共済制度のお知らせ
林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方の
ために国が作った退職金制度です。この制度は、事
業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛け金
となる共済証紙を共済手帳に貼り、その従事者が林
業界をやめたときに林退共から退職金を支払うとい
う、いわば林業界全体の退職金制度です。
◎掛け金は、税法上について、法人では損金、個人
企業では必要経費となります。
◎掛け金の一部を国が免除します。
◎雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算し
て計算されます。
事業主の皆様へ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付してくだ
さい。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退す
るときは、忘れずに退職金を請求するよう指導し
てください。
詳細は、最寄りの支部または本部へお問い合わせ
ください。
問
〒
☎

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1  ニッセイ池袋ビル
03-6731-2889 FAX 03-6731-2890

ホームページでもご案内しております。
下記URLからご確認ください。
URL : http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

占冠村の放射線量の状況（11月分）
測定日

令和２年11月５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
10時35分 曇
0.038
双民館グランド
10時10分 曇
0.055
占冠地域交流館グランド 9時55分 曇
0.048
占冠保育所グランド
10時25分 曇
0.038
トマム学校グランド
9時15分 晴
0.030
トマム保育所グランド
9時21分 晴
0.044

※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
2020年12月号
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