寿大学生を
募集しています

公共下水道に関する
都市計画事業の認可変更

４月１日から口座振替納付
の領収書を郵送しません

高齢者の生涯学習活動の場

浦幌都市計画下水

町では、経費節減と事務の効

「寿大学」の学生を募集してい

道事業（浦幌公共下

率化のために４月１日から町税

ます。寿大学は、各公民館単位

水道）の事業認可期

や保険料、町営住宅使用料等を

で開催されています。

間を延長するため、

口座振替で納付された方に対し

都市計画法による事業計画変更

ての郵送による領収書の発行を

認可の申請を行いました。

行いません。

申込み・学習内容は各公民館
へお問合せ下さい。写真は４寿
大学交流会の様子です。

北海道知事の認可が下り、北
海道広報で告示されるとともに、

帳に記載された

事業認可申請図書の写しが送付

ことをもって領

されてきましたので、都市計画

収書に代えさせ

法の規定により、図書の縦覧を

ていただきます。

役場管財水道課で行っています。

問 役場出納室（内線１
０１）及び

問 役場管財水道課（内線１
３６）

お知らせのページ

浦幌町役場代表  01557-6-2111

Information
人のうごき

免許更新時講習

●人

時 ５月７日（金）

口／６，６14 人 ( − 68)
男／３，216 人 ( − 39)
女／３，398 人 ( − 29)

金融機関の通

優良 １４時・違反 １５時

役場各関係課

「ボランティアバンク」に
登録しませんか？
町民の皆さんが、これまでの
様々な経験や活動によって身に
つけた知識や技能を、学校教育
や町民の生涯学習活動の場で、
生かすことで、町民相互が学び
あい、認め合う豊かな地域社会
の形成を目指しています。

所 中央公民館

ボランティアバンクに登録で

●世帯数／２，588 戸（− 16）

持 免許証及び筆記用具

●出

生／５人

※今年度から一般・違反初回は

きる方は、ボランティア活動意

●死

亡／８人

浦幌町で受講できません。池田

思のある町民、町内在勤者、団体、

●転 入／ 36 人

町で受講することになりました。

サークル、企業または機関です。

●転 出／ 102 人

また、毎月の開催から隔月に

３月３１日現在（

）内は前月比

警察官を
募集します

問 教育委員会社会教育課

（℡６−３０００）

なりました。

林野火災を防ぎましょう
５月１９日まで無煙期間

あなたの学習活動を
応援します

警察官採用試験の受験申し込

６月３０日までを「林野火災危

生涯学習活動支援「自学自習

みを受け付けています。受験資

険期間」とし、特に林野火災の

講座」は５人以上の団体（グルー

格は大学卒業者です。

発生しやすい次の期間を「強調

プやサークル）が、自ら企画し

申
申４月２３日（金）まで

月間」「無煙期間」とします。

た学習会を教育委員会が応援す

問
問池田警察署（℡２−０１１０）

●強調月間

るものです。お気軽にご利用く

５月２０日まで（巡

視を行います）
●無煙期間

４月２
０日から５

回５千円として、３回まで助成）。

場所での火入れを禁止）

②学習の進め方や講師の紹介な
ど情報提供します。③新たなグ

す。許可条件を守り、完全消火

ループ・サークルも対象です。

を確認しましょう

問 教育委員会社会教育課

問 役場管財水道課（内線１
３２）

HP ホームページアドレス

①講師謝礼金を助成します（１

月１９日まで（焼却施設のない
※火入れには町の許可が必要で

日 日程など

ださい。

（℡６−３０００）

E メールアドレス
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浦幌町交通事故発生状況
平成１６年３月３１日現在
●浦幌町

道々浦幌停車場線（歩道）
通行規制のお知らせ
災害復旧工事（下水道）を実

発生／４件（前年比

−３件）

死者／０人（前年比

−１人）

傷者／１１人（前年比
事故死者

−２人）

ゼロ日数 ２３３日

施するため、次のとおり通行規
制を実施します。

浦幌町のホームページが
リニューアル
浦幌町のホームページをリ
ニューアルしました。
今までのホームページからも

期
期４月１９日〜７月３０日

転送できるように設定していま

問 役場管財水道課（内線１
３６）

す。町内の個人・法人・団体の

●池田署管内合計（浦幌町含む）

方でホームページをお持ちの方

発生／ 11 件（前年比 −３件）

は、リンク集にリンクいたしま

死者／０人（前年比

−２人）

仮歩道区間

傷者／ 20 人（前年比 −１人）

すので、次の E メールアドレス
にリンク希望と書いて送信して
ください。
HP http://www.urahoro.jp/
E soumu@urahoro.jp
問 役場企画総務課（内線３
３２）

日曜救急当番医院の
お知らせ

町道南町通線（一部）
通行止めのお知らせ

浦幌パークゴルフ場が
４月２９日（木）オープン

診療時間は１
０時から１６時ま

災害復旧工事（下水道）を実

春になり、待ちに待ったパー

でです。都合により当番医が変

施するため、次のとおり通行止

クゴルフの季節がやってきまし

更になる場合があります。

めを実施します。

た。冬の間、ゆっくり休んでこ

●４月１８日

期 ４月１
９日〜７月３０日

の春、青々と育った芝生も皆さ

３６）
問 役場管財水道課（内線１

んのハッスルプレーを待ってい

多田医院
●４月２５日

ます。60,000㎡ の

町立診療所

広大な敷地にホー

●５月２日

ル数４５のビッグ

多田医院

通行止区間

●５月９日
西谷医院

シーズン券 ５，
０００円

●５月１６日

問 総合スポーツセンター

多田医院

町内の
雇用情報コーナー
●事務員

コースがあります。
料 １日券 ２
００円

１名

（℡６−２５００）

町立診療所の整形外科
診療日が変わります。

森林公園が
４月２９日（木）オープン

４月２１日から整形外科の診

オートキャンプ場、フィール

（コンピュータ入力など）

療日が第２・４木曜日から第２・

ドアスレチックや遊歩道など

●作業員

４水曜日となります。

たっぷりと１日遊べます。みの

２名

（機械整備など）
役場１階ロビーに雇用情報
コーナーが設置されています。

これにより、厚内地区健康セ

り館のバーベキューハウスも同

ンターの診療日も第２・４水曜

時オープンしますので、たっぷ

日になります。

とり遊んだ後

町内や近隣の町の求人情報資料

また、４月１日より町立診療

は、爽やかな

が置いてありますのでご利用く

所所長が倉橋優子先生から紺野

森林の空気を

ださい。

靖先生となりました。広報誌５

吸いながら、

月号でご紹介します。

ビールと焼き

問 町立診療所

肉を堪能して

（℡６−２４４９）

ください。
問 役場農水商工課（内線２
３２）

記号の意味 時 日時 期 期間 所 場所 持 持ち物 問 問合先 料 参加料など 受 受付など 申 申込方法
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