公営
住宅

工事

橋梁補修工事及び
事故対策工事が行われます

また、国道 337 号と道道札幌夕張線交差点では、
事故対策工事が実施されます。
工事期間中は、通行規制を行う場合があります

北海道自転車条例が制定

自転車の活用及び安全な利用の推進に関するこ
とを目的として、北海道では平成 30 年４月１日

ので、道路利用者並びに近隣にお住まいの方々に

施行とする「北海道自転車条例」を制定しました。

は、大変ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理

乗車用ヘルメットの着用、自転車損害賠償保険

ごみ

「幌内橋」において橋梁補修工事が実施されます。

条例

国道 337 号に架かる「長江橋」
「運河橋」
「実橋」

町営住宅の入居者募集について

町営住宅の入居者募集については、空家が生じ

粗大ごみの収集を実施します

「ごみの分け方・出し方のしおり」をご覧のうえ、
所定の場所に出してください。
【各区の収集日程】

た時点で次の予定期間により募集します。
募集を行う場合は広報無線でお知らせします。
なお、募集住宅の詳細については、町ホームペー
ジの新着情報でご確認いただくか、電話でお問合
せください。
【募集予定期間】 ６月 15 日㈮～ 22 日㈮

等への加入、夜間のライトの点灯及び夜光反射材

６月 19 日㈫～本町、栄町、中央、銀座区

【申込・問合先】 役場建築係（☎ 76-8024）

の取り付け等のポイントを重点とした条例となっ

６月 20 日㈬～東町、宮下、旭町、曙町区

○橋梁補修工事

ております。詳しくは北海道のホームページをご

６月 22 日㈮～北市、西長沼、南長沼、舞鶴、

・長江橋

５月下旬～９月上旬

覧ください。

１・ 11・12・16・18・30区の非農家世帯及び農家地区

・運河橋

６月上旬～８月下旬

・実橋

６月上旬～８月中旬

・幌内橋

６月中旬～９月中旬

解とご協力をお願いします。
【工事箇所と工事期間】

パソコン及び家電リサイクル対象品目（テレビ・

補助

○事故対策工事

融雪施設設置に補助

町では、融雪槽・融雪機・ロードヒーティング

・道道札幌夕張線交差点

９月上旬～ 12 月中旬

【問合先】

の設置を予定している町民の方を対象に、設置費
の一部を補助します。

札幌開発建設部千歳道路事務所（☎ 0123-23-2191）

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
は、収集場所に出されていても収集しませんので、
ご注意ください。
また、粗大ごみ以外の一般収集ごみは、必ず指
定袋に入れ通常の収集日に出してください。
きまりを守り、きれいな住みよいまちをつくる

【補助内容】
・設置費の３分の１以内で、30 万円を限度として

ため、皆さんのご協力をお願いします。

試験

・65 歳以上の方、または体に障がいをお持ちの方

※補助については予算の範囲内とし、希望者多数
の場合は抽選を行い決定します。

【日程】 ７月 29 日㈰

９時～ 16 時 30 分

【場所】岩見沢市民会館「まなみ～る」多目的室①②③

【受付期間】 ６月１日㈮～ 29 日㈮
【問合先】 役場管理係（☎ 76-8021）

【受講料】
第１種・第２種

各 7,500 円（テキスト代込み）

②

網・わな

③

縄及びわな

④

第１種または第２種と同時にわなを受講

各 5,000 円
7,500 円

10,000 円
⑤

第１種または第２種と同時に網とわなを受講
12,500 円

【受付期間】 ６月 21 日㈭～７月 24 日㈫
■狩猟試験
【日程】 ８月５日㈰

９時～

【場所】 空知総合振興局
【問合先】 空知猟政協議会（☎ 0126-25-5768）
（火・木曜日事務所対応）

25 2018 －⑥－広報ながぬま

試験

①

ますので、多数のご協力をお願いします。
【日程】 ６月７日㈭
９時 30 分～ 10 時 45 分

ＪＡながぬま本所前

14 時 30 分～ 15 時 40 分

中央農業試験場

16 時 10 分～ 16 時 30 分

ＪＡながぬま北長沼支所

【問合先】 役場国保年金係（☎ 76-8013）

開設

■狩猟試験予備講習

50 万円を限度として補助します。

危険物取扱者試験

■危険物取扱者試験
【試験日】 ７月 22 日㈰
【試験地】 札幌市

募集

詳しくはお問合せください。

移動採血車「ひまわり号」が来町し献血を行い

南空知公衆衛生組合（☎ 88-3900）

と同居している方は、設置費の２分の１以内で、
平成 30 年度狩猟試験と予備講習が行われます。

献血にご協力をお願いします

【問合先】役場町民生活係（☎ 76-8012）または、

補助します。

平成 30 年度 狩猟免許試験

献血

６月 18 日㈪～錦町、錦町農試、あかね町、しらかば、西町区

千歳川・漁川の刈草リサイクル

千歳川河川事務所では、維持管理のため堤防の

一日行政相談所

国の仕事やその手続き、サービスについて困っ
ていることはありませんか？

草刈りを行っています。刈った草は、家庭菜園の

総務省では、国の行政に関する苦情や要望を受

堆肥などに活用できることから、刈草を再利用し

け付け、その解決を図る行政相談業務を行ってい

ていただける方を募集します。

ます。国の仕事やサービスについてお困りごとや、

【配布時期】 ６月下旬～ 7 月初旬予定
【配布場所】 千歳、恵庭市街地
【配布寸法】 刈草を直方体に梱包
（50 ㎝× 70 ㎝× 40 ㎝、重さ 12 ～ 14 ㎏程度）

【試験の種類】 甲種、乙種（第１～６類）、丙種

【配布条件】 直接取りに来て積込みができる方

【申請受付期間】

【応募方法】 住所、氏名、電話番号、希望個数を

苦情がありましたらご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳重に守られます。
【日程】 ６月 14 日㈭

【場所】 役場３階会議室
【相談例】 年金、税金、労働問題、国道、官公署
への書類提出、行政一般

書面申請

６月 18 日㈪～ 25 日㈪

記入し、６月 13 日㈬までに FAX または郵送で

【行政相談委員】

電子申請

６月 15 日㈮～ 22 日㈮

申込み（個数調整する場合あり）

・天野

【申込・問合先】
南空知消防組合長沼支署（☎ 88-2819）
※書面申請…願書により受験申請する場合
※電子申請…インターネットで申込みする場合

【応募・問合先】 千歳川河川事務所維持補修係
（〒 066-0026 千歳市住吉１丁目１- １☎ 012324-1114

FAX 0123-23-1036）

13 時～ 15 時

敦子

氏

（長沼町錦町南１丁目５番５号
・西部

果枝子

☎ 88-2676）

氏

（長沼町本町北１丁目７番１号

☎ 88-2316）

【問合先】 役場総務係（☎ 88-2111）
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