１１月から走行中の携帯電
話等の使用、規制強化

東十勝２町合併協議会事務
局がホームページを開設

成人式の対象者を調査して
います

これまでは、走行中の携帯電

協議会の開催状況などを見る

成人式の対象者は、昭和５
９年

話使用に関する罰則等は、交通

ことができます。ぜひ、アクセ

４月２日〜昭和６０年４月１日

の危険を生じさせた場合に限り

スしてください。

生れの人で、次に該当する方で

適用されましたが、規制が強化

※１０月３１日まで新しい町の名

す。

され使用すると即、反則金が課

称を募集しています。応募方法

下「住基」）に登載されている方。

せられます。

は、応募用紙、はがき、封書、

住基に登載されていないが、

ファックス、メールのいずれか

現に浦幌町内に居住されている

で応募ください。

方。

問 東十勝２町村合併協議会事
■

が、親が浦幌町内に居住し、本

務局（℡４１−２２１１）

町の成人式に出席を希望する方。

HP http://www16.ocn.ne.jp/˜e-to


問 教育委員会社会教育係
■

kachi/

浦幌町住民基本台帳（以

住基に登載されていない

（内線７０２）








お知らせ、イベント、暮らしの情報などをお届けします
浦幌町役場代表電話 ０１５５７−６−２１１１

人のうごき
９月３０日現在

免許更新時講習の
お知らせ

●人

時１

１月５日（金）

口／６，６２１人 ( ＋５ )

日曜救急当番医院の
お知らせ
診療時間は１０時から

男／３，２２５人 ( ±０ )

優良 １４時

１６時までです。当番医

女／３，３９６人 ( ＋５ )

違反 １５時

が変更になる場合があります。

所 中央公民館

持 免許証及び筆記用具

問 役場企画総務課（内線２

１４）

●１０月１７日

多田医院

●１０月２４日

町立診療所

●１０月３１日

町立診療所

● 1 年前の人口 ６，７３８人

※７０歳以上の方は「高齢者講

●１１月 ７日

多田医院

（

習」が義務付けとなりました。

●１１月１４日

西谷医院

浦幌町交通事故発生状況
９月３０日現在

浦幌町内の
雇用情報コーナー

税金・各種使用料は
納期内に納めましょう

●浦幌町

●サンマルコ食品㈱（冷凍食品

●国民健康保険税

発生／１１件（前年比−８件）

生産作業員）℡９−７９１１

死者／ ０人（前年比−２人）

●帯広土木現業所浦幌出張所

傷者／１９人（前年比−１１人）

（一般事務員）℡６−２１３２

事故死者／ゼロ日数 ４１５日

●東ヨシゲン㈲（きのこ製造な

「どうしても納

●池田署管内（浦幌町分含む）

ど）℡０１５４−２５−１００９

めることができ

●世帯数／２，６０８戸（±０）
●出生／６人
●転入／１４人

●死亡／５人
●転出／１０人

）内は前月比

発生／２７件（前年比−２５件）

求人が決まっている場合があ

第４期

納期は１１月１日です。忘れず
に納めましょう。
ご都合により

ない」という方

死者／ ０人（前年比−４人）

りますのでご了承ください。

は、いつでもご

傷者／４３人（前年比−４０人）

※役場１階にロビーに雇用情報

相談を受け付け

コーナーが設置されています。

ています。お気

近隣の町の求人情報資料も置い

軽にご連絡ください。

てあります。

問 役場税務課（内線１

２１）

日 日程など

HP ホームページアドレス

E メールアドレス



日本全国どこの現場でも
建退共制度

「勤労者福祉資金」融資制度
のご案内

北海道の最低賃金は
時間額６３８円です

建設現場で働く方々の退職金

北海道では、中小企業にお勤

北海道内で事業を営む使用者

は安全・確実・有利な「建退共

めの方、季節労働者の方、企業

及びその事業場で働くすべての

制度」をおすすめします。

倒産、リストラなど事業主の都

労働者（臨時、パートタイマー、

建設事業主の皆さま、申請手

合により離職した方々に金融機

アルバイト等を含む）に適用さ

続きは簡単で、経営事項審査で

関を通じて医療・教育・冠婚葬

れる北海道（地域別）最低賃金

加点されます。掛金は全額非課

祭などの「生活資金」を融資す

が改正されました。

税で国が一部を補助します。

る制度を設けています。

●最低賃金額 ６３８円

問 勤労者退職金共済機構 建退
■

※季節労働者及び離職者向け融

●効力発生年月日 １０月１日

共北海道支部（℡０１１−２６１−

資については、連帯保証人をつ

※日額は廃止され、時間額のみ

６１８６）

けなくても利用できます。

となっております。

HP http://kentaikyo.taisyokukin.go.jp/


問 道庁経済部金融課（℡０
■
１１−

問 帯広労働基準監督署
■

２３１−４１１１ 内線２６−３６５）

自賠責保険・共済の
期限は切れていませんか？

知っていますか？
高年齢雇用継続給付

（℡０１５５−２１−１９２４）

北海道立帯広高等技術専門
学院平成１７年度学生募集

自賠責保険・共済は、年間約

「高年齢雇用継続給付」とは在

平成１２年から全科目が２年

１３０万件もの交通事故被害者に

職者の方を対象とし、６０歳から

制となり、産業の高度化に対応

支払われています。

６４歳までの雇用保険被保険者

した技能・技術が習得できます。

万一の交通事故の際の基本的

の方で、原則として６０歳時点の

募集科目は、建築技術科、電

な対人賠償を目的として、原動

７５％未満の賃金で雇用されてい

気工学科、金属加工科、造形デ

機付自転車を含むすべての自動

る方に給付金が支給される制度

ザイン科、自動車整備科の５科

車に加入が義務づけられている

です。

目です。応募資格は高等学校卒

保険・共済です。特に車検制度

支給を受けるためには、必要

業以上の方です（１７年３月卒業

のない原動機付自転車・250㏄

書類等事業主の方の協力が必要

見込みの学生含む）。

以下の軽二輪自動車は、期限切

です。

れ、かけ忘れにご注意を！

問 ハローワーク帯広
■
（℡０１５５−

期１
■
１月１日（月）〜２
２日（月）
問 北海道立帯広高等技術専門学
■

HP http://www.jibai.jp


２３−８２９６）

院（℡０１５５−３７−２３１９）

お詫びと
訂正

家庭教育テレホン・
サービス  6-4710

札幌国税局納税
コールセンターがスタート

先月号（広報誌う

子育ての知識について、２４時

らほろ９月号）の８

間提供しています。ダイヤルし

納税コールセンター」を設置し、

ページ『タウンウォ

てください。

電話による納付催告を開始しま

ッチング・やっぱり新じゃがは

●１０月１８日〜２４日

した。

おいし〜い』欄に掲載した氏名
等に誤りがありました。
次のとおり訂正し、お詫びい
たします。

親や目上の人に対する態度に

札幌国税局では、
「札幌国税局

それぞれの税務署が行ってい

ついて（対象：中学生の親）

た納付催告を集中的に行ってい

●１０月２５日〜３１日

ます。なお、当センターの職員が、

３・４歳ころの運動遊びにつ

直接ご自宅等へお伺いし現金を

【誤】上浦幌幼稚園

いて（対象：幼児の親）

領収したり、特定の口座を指定

【正】上浦幌保育所

●１１月１日〜７日

し振込みをお願いすることはあ

【誤】林

茂さん

【正】林

常行さん

お金遣いのあらい子どもにつ

りませんので、ご注意ください。

いて（対象：小学生の親）

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



