特定疾患及びウイルス性肝
炎進行防止対策医療受給者
証の更新申請のお知らせ ！
特定疾患及びウイルス性肝炎進
行防止対策医療受給者証の有効期
限が平成 25年 9月 30日 となって
い る方 は、7月 1日 か ら9月 30
日の間に有効期間の更新手続きを
することができます。
更新の手続きをしない場合、10
月 1日か ら今お持 ちの医療受給者
証は、医療機関で使用できません。
各医療受給者証の交付時に同封
した 「特定疾患医療受給者証をお
持 ちの皆様へ」「ウイルス性肝炎進
行防止対策医療受給者証の交付を
受け られた皆 さんへ」をご覧の上、
更新手続きを行 って くだ さい。
●申請 ・お問い合わせ先
静内保健所健康推進課保健予防係
緯 0146・42・0251

税務職員募集のお知らせ
札幌国税局では、税務職員 を募
集 しています。税務職員は、人事
院が実施する国家公務員採用試験
である税務職員採用試験の最終合
格者の中か ら採用 されます。

○試験の程度 高校卒業程度
○受験資格
高校卒業見込の者 ・高校卒業後
3年を経過 していない者
○受験申込期間
6月 24日俄～ 6月 28日画
○受験申込先
人事院北海道事務局
（札幌市中央区大通西 12丁目）
緯 011・241・1248
○試験日
第 1次試験
9月 8日蚊
●お問い合わせ先
浦河税務署総務課
緯 0146・22・4131

7月は「
不正軽油防止
強化月間」です !
不正軽油 とは、軽油取引税 を脱
税するために、軽油に灯油や重油
を混ぜたものや、重油に薬品を混
ぜて脱色 したものなどをいいます。
不正軽油に関する情報があ りま
した ら、不正軽油ス トップ 110番
へご連絡 くだ さい。
8002110（フリーアクセス）
・
電話 0800・FAX 0112323798
・メール somu.
zei
mu1
@pr
ef
.
hokkai
do.
l
g.
j
p
●お問い合わせ先
日高振興局地域政策部税務課
緯0146・
22・
9062（ダイヤルイン）

狩猟免許試験のお知らせ
次のとお り試験が実施 されます。
○日時 7月 7日蚊
午前 9時～午後 5時
○場所 日高合同庁舎 4階講堂
（浦河町栄丘東通 56号）
○受付期間
5月 21日峨～ 6月２１
日画

○その他
受験資格、道内試験会場、申
請方法等については、北海道の
ホームページに掲載 されていま
すので、ご活用 くだ さい。
●お問い合わせ先
日高振興局保健環境部
環境生活課自然環境係
緯 0146・22・9254（
ダイヤルイン）

○事案の要旨
現行 の電気料金 を平均 10.
20%
引き上げ るほか、その他の供給条
件の変更等に伴 う供給約款の変更
を行 う。
●お問い合わせ先
北海道経済産業局 資源エネル
ギー環境部 電気 ・ガス事業室
緯 011・709・2311（内線 2704）

る場合、爆発の危険性があ ります
ので、事故が起きないよう十分な
安全対策を取 って くだ さい。
●お問い合わせ先
北海道農政部生産振興局畜産振興課
緯 011・204・5440

屋外広告物のルール
をご存じですか

ひだか青年期家族の
集いの開催について

北海道では、良好な景観形成 と
風致の維持、公衆への危害防止を
目的 として、屋外広告物について
条例によりルールを定めています。
10愛以下の自家用看板以外は、
原則 として許可が必要です。
また、掲出する場所によっても
許可条件が異な ります。
日高のすば らしい景観を守 るた
めにも、みんなでルールを守 りま
しょう ！
●お問い合わせ先
日高振興局建設指導課
緯 0146・22・9291

ひきこもりの子 どもをもつ家族
同士の交流や学習などを目的 とし
て、次のとお り開催 します。
○日時 6月 25日峨
午後 1時３
０分～ 3時３
０分
○場所
北海道静内保健所
（
新ひだか町静内こうせい町281）
○対象
思春期 ・青年期のひきこもりの
子 どもを持つ家族 （原則）
○申し込み
2日前までに電話で申 し込み。
●お問い合わせ ・申し込み
静内保健所健康推進課
緯 01461・42・0251

ハローワークでは、平成 26年３
月新規学校卒業予定者に係 る求人
の受付を 6月２
０日か ら開始 します。
厳 しい経済 ・雇用情勢が続いて
お りますが、一人でも多 くの若者
が地元に就職 し、地域経済 ・社会
の活性化が図れますよう、早期に
採用計画を決定いただき、求人の
申 し込みをお願いいたします。
●お問い合わせ先
ハローワークしずない
緯 0146・22・3036

電気料金値上げ認可申請など
に係る公聴会の開催について
経済産業省では、北海道電力株
式会社か ら平成 25年 4月 24日付
けに行われた電気料金値上げ申請
などに係 る公聴会を次のとお り開
催 しますので、お知 らせします。
○日時
6月 20日牙 9時か ら
※予備日 6月 21日画
○場所
札幌第 1合同庁舎 2階講堂
（札幌市北区北 8条西 2丁目）
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密閉式の家畜排泄物処理室 （貯
蓄槽など）に不用意に立 ち入 るこ
とは、酸素欠乏あるいは硫化水素
などの中毒によ り、死に至 る事故
につなが ります。
また、高濃度のアンモニアが充
満 している場合が多 く、肺や気管
支に炎症を起 こした り、 メタンガ
スなどの可燃性ガスが充満 してい

ͺτϋΐޗٳटಎȊ

要

●受付時間
予
約
午前 10時～午後 4時
●お問い合わせ先
ひだか弁護士相談センター

緯 0146・42・8373

新規学校卒業予定者の
求人申し込みについて

6月は 「
不正改造車
排除強化月間」です
国土交通省では、車両の安全確
保及び環境保全 を図 ること、国民
の安全、安心 を確実に確保 してい
くため、平成２５年度 も関係省庁、
自動車関係団体等 と協力 し 「不正
改造車 を排除す る運動」を全国的
に展開することとし、特に 6月 を
「不正改造車排除強化月間」 とし
て一層強力に取組むこととします。
皆様 も、 この機会に不正改造の
防止について理解 を深めていただ
き、その排除にご強力 くだ さい。
●情報提供 ・ご相談先
「不正改造車１１
０番」
室蘭運輸支局整備担当
緯 0143・44・3013
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密閉式家畜排泄物処理施
設における事故防止対策

ひだか弁護士
相談センター

6月
17日 （
月）
24日 （
月）

19日 （
水）
26日 （
水）

7月
1日 （
月）
8日 （
月）

3日 （
水）
10日 （
水）

ご寄付あ りが とう
ございました <敬称略 >
●ふるさと納税（
寄附金）
☆仁井田 朝子
☆石川 廣志

（30,
000円）
（50,
000円）

●特別養護老人ホ ーム「
恵寿荘」
に役立ててと
☆佐藤 剛
（古布 1箱）
☆早川 憲吾
（しいたけ 2茜）
☆畑中 与治
（古布 1箱）
☆高橋 満郎
（
大根 1.
5茜、
かぶ 1.
5茜、
にら3茜）
☆新冠ほ くと園
（カット布 5束）
☆ボランティアグループちょぼら （カット布４袋）

●国保診療所に役立ててと
☆蔭 直一
（ウエス 4袋）
☆節婦ほろしりの里
（カット布 5袋）
☆ボランテ ィアグループあゆみ （古布 5袋）

新冠町社会福祉協議会へ
▼福祉事業に役立ててと
☆高瀬 スガ子
（古切手 1箱）
☆斉藤 チエ子 （古布 1箱・古切手 1袋）
☆ひだか漁業組合新冠支所 （古切手 1袋）

▼香典返しに代えて
☆小川

静雄

（10,
000円）

【訂 正 】
先月号の「まちの話題あれこれ」
で、
静内衛生社の社長名及び寄贈日
に誤 りがあ りました。
静内衛生社社長は、
行方将泰社長
で、
寄贈日は3月28日 とな ります。
ここに訂正 し、お詫び申 し上げます。

恵寿荘からのお願い

ȁġٯအ̢ͣͦͅ ȶη
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恵寿荘では古布が不足していま
す。ご家庭で不要になった古布が
ありましたら恵寿荘に寄贈 くださ
いますようお願い申し上げます。
寄贈に関しての問い合わせは,
恵
寿荘まで連絡 ください。
恵寿荘 緯0
1
4
6
・
4
7
・
2
3
5
5
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