■お問い合わせ先
自衛隊静内分駐所
電話０１４６・４４・２８５５

日高流域の地域管理経営計画等
の策定に関する地元意見交換会

日高北部森林管理署・日高南
部森林管理署では︑住民参加の
森林づくりを進める一環とし
て︑国有林の森林計画に関して
の説明を行うとともに︑住民皆

行

事

予

定

ちのみ荘﹁秋の防火避難訓練﹂

１日 図書館開館時間を延長

︻ 月︼
２日

浦河地区防犯書道展︵〜 日︶

日 浦河地区地域安全大会

日 町民ウォーキング

町民駅伝マラソン大会

日 ホッカイドウ競馬応援列
車観戦ツアー

日 浦河ピスカリマラソン

日 社会保険事務相談︵要予約︑

電話０１４４・５６・９００１︶

日 ブックリサイクルひろば

ちのみ荘﹁運動会﹂

税

︻ 月︼

務

日

程

６日 休日収納窓口開設
︵午前９時〜午後５時 分︶
日 夜間収納窓口開設
︵午後５時 分〜午後８時︶
日 督促状送付︵町税・使用料等︶
末日 道町民税︵普通徴収３期︶納期限
固定資産税︵３期︶納期限

国民健康保険税︵４期︶納期限

︻ 月︼

日 休日収納窓口開設
︵午前９時〜午後５時 分︶

今月の口座振替

・銀行振替日は︑ 月 日 です
・郵便局振替日は︑ 月 日 です

全日高水泳大会

※なお︑上下水道料金の振替日は︑

※前日までにご入金お願いします

日 博物館まつり

朗読会﹁秋のひとときを

歌の調べと朗読で﹂

日 ハロウィンおはなし会

▼ ▼

時期は 月下旬頃
■申込・お問い合わせ先
日高振興局産業振興部建設指導課

電話０１４６・２２・９２９４

自衛官募集のお知らせ
自衛隊静内分駐所
○募集種目・資格
▼自衛官候補生︵男子︶
採用時に満 歳〜満 歳未満
の方

さんなどからのご意見・ご要望
をお伺いする機会となる﹁日高
定に関する地元意見交換会を開

流域の地域管理経営計画等の策

○受付期限

催します︒
月 日︵水︶

▼

道営住宅の入居者募集
日高振興局建設 指 導 課
○募集住宅
堺町東５丁目４８０ー
道営まきば団地︻３階建︼
○募集戸数
１号棟３階 ３０２号
３ＬＤＫ １戸︵ ・４㎡︶
○住宅の家賃
３ＬＤＫ ２３３００〜
４５８００円

中卒︵見込み含む︶ 歳未満

▼高等工科学校生徒︵男子︶

定︒その他ガス給湯器リース
の方

▼自衛官候補生︵男子︶は通年

○日時

午後１時 分〜午後４時

○会場 新ひだか町公民館

１日休診となります。

※入居される方の所得により決
料︵月額１７８５円︶などが
かかります︒
○入居資格

▼高等工科学校生徒︵男子︶は︑
︻推薦試験︼ 月６日まで

・住宅に困窮している方
・同居親族がいる方

︻一般試験︼１月 日まで

︵ 新ひだか町静内古川

月 日 です

ひだか弁護士センター相談日程

日時

月 日

■ 月浦河相談所開設日程

午後１時 分〜午後３時 分

■ 月静内相談所開設日程

場所 浦河町役場 １階町民相談室

45

※単身者の入居はできません

●募集説明会を開催します

町１丁目１番２号︶
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●受付 平日 時〜午後４時

●両相談とも事前予約が必要です
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月 日︵金︶

午後から休診となります。
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・収入が基準内の方

日時

○募集人数
○募集締切

■お問い合わせ先

ー 10 月 17 日（木）ー
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※詳細はお問い合わせくださ

９ 日︵ 土 ︶
︑両 日 と も
正午〜午後３時

会場 新ひだか町地域交流セ

日高南部森林管理署
電話０１４６・４２・１６１５
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○申込書配布・受付期間
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﹁ピュアプラザ﹂
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午前は通常通り診察。
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荻伏診療所の診療時間
変更のお知らせ

18

78

13 25

〜 時︑ 〜 時
12

（月）
（月）

●電話 ０１４６・４２・８３７３
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※応募多数の場合は抽選︑入居

時間
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広報うらかわ

豊似湖（とよにこ）

一周ウォーキング
▷日時

10 月 19 日（土）10：00 〜 14：00

▷場所

えりも町目黒 豊似湖（雨天中止）

※基幹集落センター堺町会館から無料バスが出ます（7：45 出発）
※無料バスの乗降場所は、申し込み時にご確認ください。

11 月は労働保険適用促進強化期間です！
事業主の皆さん、労働保険の加入はお済ですか。
労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働け
る職場にしましょう。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働
者の生活の安定、福祉の増進等を図ることを目的に、
国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一
部を除き、労働者を１人でも雇用する事業については、

●募集人数：20 人（定員になり次第締め切り）
●参加費：無料 ※保険は各自対応となります。

法人・個人を問わず加入が義務付けられています。

参加申込み
問い合わせ

厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課（電話

日高振興局森林室管理課 22-2452
浦河警察署からのお知らせ

お問い合わせ先
011-709-2311）または最寄りの労働基準監督署・公
共職業安定所

平成 25 年度全国地域安全運動
〜みんなで築こう
◆運動期間

安全で安心な大地〜

10 月 11 日〜 20 日までの 10 日間

住宅への侵入窃盗の被害防止 短時間の外出でも必ず
施錠し、ドアや窓には補助錠を付けるようにしまし
ょう。
子ども・女性対象犯罪の被害防止 子どもの被害防止
のために、登下校時の見守り活動を行いましょう。
また女性の方は、夜間に人通りの少ない道を歩くの
を避け、イヤホンで音楽を聴いたり、携帯電話を操
作しながら歩いたりしないようにしましょう。
特殊詐欺の被害防止 儲け話を安易に信じることなく、
怪しいと思ったらすぐに家族や警察などに相談しま
しょう。全国地域安全運動期間中は、全道各地で様々
な取組が行われますので、道民の皆様の積極的な参
加をお待ちしております。

法務局における登記相談の取扱いのお知らせ
札幌法務局日高支局における 登記の申請に関する相談
札幌法務局日高支局における登記の申請に関する相談
は、平成 25 年３月 18 日から予約制
日から予約制となっております。
となっております。
予約されずに登記の相談をされる場合は、予約された
方を優先させていただきます。
方を
優先させていただきます。
【予約・お問い合わせ先】
札幌法務局日高支局 電話０１４６−４２−０４１５

１０月は「土地月間」です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将
来の子どもたちのため、豊な暮らしのためにも土地の
有効利用が大切です。このような観点から、毎年 10 月
を「土地月間」とし、10 月１日を「土地の日」と定め、
土地に関する基本理念の普及・啓発活動の充実を図っ
ています。
豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために、
皆さんもぜひ一度土地の有効利用について考えてみま
せんか。

一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
一定面積以上の土地の土地売買等の契約を締結した
場合に、土地を取得した方は国土利用計画法により届
出が義務付けられています。下記に掲げるいずれかの
土地について売買等の契約締結した場合は、契約締結
日を含めて２週間以内に、届出書に必要事項を記載・
押印のうえ、添付書類
届出に必要な
区分
土地取引面積
とともに土地が存在す
る市町村の国土利用計 市街地区域を除く
5,000 ㎡以上
画法担当課（浦河町の 都市計画区域
場合は企画課）まで提 都市計画区域以外
10,000 ㎡以上
の区域
出をお願いします。

●普通林道向別線の開通
■普通林道野深線の通行止めのお知らせ
【普通林道向別線の開通】
昨年より道路崩壊のため通行不能となっておりま
したが、復旧工事が完了し、通行可能となりました。
【普通林道野深線の通行止め】
姉茶と上絵笛を結ぶ普通林道野深線において、大
雨による道路崩落が発生したため通行止めを行っ
ております。皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。

【お問い合わせ】
役場農林課林務係 電話 0146-26-9017
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上絵笛
向別

