
固定資産課税台帳の縦覧
　平成 30 年度の固定資産課税台
帳の縦覧を次のとおり行います。
○縦覧期間　
　４月 2日（月）～ 5月 31 日（木）
　※土日・祝日を除く
○縦覧場所・問い合わせ　
　くらしと財務課　税務係
　☎ 65 － 2113
※縦覧期間以降は、手数料（１件
につき 100 円）がかかります。

町営住宅宮村団地 (特公賃 )
空室の一般公募について
○募集戸数　1戸
　（1LDK：単身者向け）
○募集期間　3月 15 日（木）～
　3月 30 日（金）まで
○家賃　月額 32,000 円
○その他　申込要件等詳細は、本
日付の町内回覧文書又は町ホー
ムページにてご確認ください。
○申込み・問い合わせ
　まちなみ課　建築公住係
　☎ 65 － 2116

「地元就職応援フェア」
参加企業募集
　空知地域の労働力不足が深刻さ
を増す中、空知総合振興局では昨
年度に引き続き、管内の高校 3年
生を対象に地域の企業や仕事を広
く知る機会として「地元就職応援
フェア」の開催を予定しています。
　参加を希望する企業は、下記ま
でお申し込みください。
○地元就職応援フェア（予定）
・開催日　6月 26 日（火）
・時間　13 時～ 15 時
・開催場所　岩見沢コミュニ
ティプラザ

・内容　業務内容や福利厚生等
の説明

○申込期限　3月 30 日（金）
○申込先・問い合わせ
　空知総合振興局　商工労働観光
課　☎ 0126 － 20 － 0061

こころの健康相談
　滝川保健所では毎月、定期的に
「こころの健康相談」を実施して
います。どうぞご利用ください。
・精神科医と保健師が相談に応じ
　ます。
・1時間程度、ゆっくりお話がで
きます。

・プライバシーの保護、秘密は厳
守します。
○実施日時　毎月第 2木曜日
　14 時～ 16 時 30 分
※相談日前日の 16 時までに予約
して下さい。
○問い合わせ
　滝川保健所　☎ 24 － 6201

平成 30年度
「協会けんぽの健診」のご案内
　協会けんぽ北海道支部では、年
度内に 1回、加入者の皆様の健診
費用の一部を補助しています。
　35 歳～ 74 歳の被保険者（ご本
人）さまへは、がん検診を含めた
充実した健診項目の「生活習慣病
予防健診」を、40 歳～ 74 歳の被
扶養者（ご家族）さまへは、メト
ボリックシンドロームに着目した
「特定健康診査」と二つの健診を
ご用意しております。
　生活習慣病の予防と早期発見・
早期治療のためにも年に一度は健
診を受けましょう !
○問い合わせ　協会けんぽ北海道
支部　☎ 011 － 726 － 0352

財務専門官採用試験の
お知らせ
　財務省北海道財務局では、財政、
金融のプロフェッショナルとして
活躍する財務専門官を募集してい
ます。
○受験資格
　①昭和 63 年４月２日～平成 9
　　年４月１日生まれの者
　②平成 9年４月２日以降生まれ
　　の者で次に掲げる者

　（1）大学を卒業した者及び平成
　　　31 年 3 月までに大学を卒
　　　業する見込みの者
　（2）短大又は高専を卒業した者
　　　及び平成 31 年 3 月までに
　　　短大又は高専を卒業する見
　　　込みの者
○受付期間
　申込みはインターネットにより
　行ってください。
　3 月 30 日（金）9 時～ 4 月 11
　日（水）【受信有効】まで
　申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験日
　第一次試験　6月 10 日（日）
　第二次試験　7月 11 日（水）
　　　　　　　7月 12 日（木）
○問い合わせ
　財務省北海道財務局人事課人事係
　☎ 011 － 709 － 2311（内線 4252）

公共職業訓練募集
■公共職業訓練（緊急再就職訓練）
　宅建ＯＡ科
○取得資格　宅地建物取引士ほか
○訓練期間　5 月 25 日（金）～
　10 月 24 日（水）
○定員　15 名
○募集期間　3 月 19 日（月）～
　4月 23 日（月）
○受講料　無料　※ただし、テキ
スト代（約 11,600 円）及び検
定料は受講者負担となります。
○申込先　近隣のハローワークまで
○問い合わせ
　詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
　美唄地域人材開発センター
　☎ 0126 － 63 － 4218

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　4月 19 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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１人
年間４００円で

安心保障

まちづくり課 交通防災係　☎ 65 － 2112



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

内科
岸本クリニック
☎ 66 － 2001

歯科
メープル歯科
（滝川市）
☎ 24 － 5800

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

ひまわりクラブ
（保セ）
9 時 30 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

移動図書
（住電精密）
12 時～

8 9 10 11 12 13 14
内科
町立国保病院

歯科
フジタ歯科医院
（滝川市）
☎ 24 － 8211

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

無料弁護士相談
（月）13 時～

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3、4、6、7、
9、10 カ月の児

15 16 17 18 19 20 21
内科
町立国保病院

歯科
扇町歯科医院
( 滝川市 )
☎ 24 － 3300

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

22 23 24 25 26 27 28
内科
町立国保病院

歯科
武内歯科医院
（滝川市）
☎ 23 － 3525

いきいきチェア
ビクス教室
( 保セ )10 時～

なかよし広場
（子セ）
受付：10 時 15 分～

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（浦）13 時～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

29 30

内科
町立国保病院

歯科
コスモデンタル
クリニック
（滝川市）
☎ 23 － 3630

内科
町立国保病院

歯科
しらかば歯科
（新十津川町）
☎ 76 － 4181

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付：10 時～ 12 時（水・金曜日）
　　　13 時～ 16 時（水曜日のみ）

☆東町児童館　こいのぼり作り
　4月 20 日（金）～ 5月 5日（土）
☆南町児童館　紙飛行機レース
　                        4 月 30 日（月）
☆北町児童館　こいのぼり工作
　4月 28 日（土）～ 5月 5日（土）

4 月 行 事 予 定 

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574
（月）月形町交流センター 
　　　　　　　☎ 0126-53-2321
（浦）浦臼町保健センター 
　　　　　　　　☎ 68－ 2112

子どもの読書
週間行事（図）
13 時 30 分～


