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【初心者のためのエクセル2019】

対　象

文字入力、マウス操作ができ

　る方

日　時  

　７月８日牙から８月５日牙ま

での火曜日と木曜日（７月22日

牙を除く）18時30分～20時30分

場　所　

　スキルアップセンター空知

内　容

　表の作成や編集、グラフの作成、

データベース処理など、基本的

　な機能と操作方法。

受講料　13,500円

募集締切　６月28日俄

申込み・問合せ

スキルアップセンター空知

　緯 0125-24-1880

　　　　　　　　スキルアップセンター空知

　　　一般住民講座

　　　　　　　　

　　　一般住民講座

　先の大戦における戦没者に対

し哀悼の意を表するとともに、

平和への誓いを新たにするため、

追悼式を実施します。

※今年度は新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、一般参

　列者の入場はできませんので

　ご了承願います。

日　時　７月 13 日峨 10 時

問合せ　地域福祉係緯 32-2216

　　　赤平市戦没者追悼式　　　

　　　　　　第３回危険物取扱者試験

　　　第２回消防設備士試験

　　　　　　

　　　

【①第３回危険物取扱者試験】

試験地（種類）

甲種・乙種（第１～６種）・丙種

　　…旭川市他

乙種（第１～６種）・丙種

　　…滝川市他

【②第２回消防設備士試験】

試験地（種類）　

甲種特殊・甲種（第１～５類）・

　乙種（第１～７類）…旭川市他

【①・②共通】

試験日　

　７月18日蚊

書面申請受付

　６月11日画～６月18日画

電子申請受付

　６月８日峨～６月15日峨

問合せ　

　赤平消防署保安係・予防係

　緯32-3181

　配水管（水道本管）から分かれ

た給水管と、ご家庭の止水栓、水

抜き栓、蛇口などの設備は、建物

の所有者の財産であり、管理は所

有者（使用者）でしていただくも

のです。そのため、水道メーター

で計量した水量に漏水分が含ま

れていても、その水量に対する水

道料金などについては、原則とし

て使用者にお支払いいただくこ

とになります。

漏水や故障の早期発見のため、

月に数回はメーターを確認する

ようにしましょう。

【水道メーターの確認の仕方】

①屋内外のすべての水道の蛇口

　をしめて、水道メーターを確認

　してください。

②しばらく見ていて、水道メー

　ターの小さい数字やパイロッ

ト（数字の右上にある円また

は■マーク）が動き続けていた

なら、漏水の可能性があります。

※宅地内や家屋内の水道、下水道

などの水まわりの工事は、市の

指定給水装置工事事業者が行

　なうこととなっています。

問合せ　上下水道課緯32-2218

※上下水道課では、お近くの指定

給水装置工事事業者をご案内

しています。また指定給水装置

工事事業者一覧は赤平市ホー

　ムページに掲載しています。

　赤平市ホームページは

　コチラから閣

　　　月に数回は水道メーター

　　　を確認しましょう

　　　

　　　

「体力や技術の過信 事故のもと」

　～夏山遭難の防止のために～

煙無理のない計画を立て登山

　　計画書を提出する

　煙複数人による登山を心掛ける

　煙万全の装備と十分な食料な

　　どを準備する

煙携帯電話を必ず持つ

煙気象情報の確認をする

「薬物、ダメ、ゼッタイ」

　覚醒剤や大麻などの薬物を乱

用すると、体や精神がぼろぼろに

なり、死に至ることもあります。   

　一度使用すると強い依存性で

自分の意思ではやめる事ができ

なくなります。違法薬物を勧めら

れたら、きっぱりと断り、警察に

相談してください。

「二輪車もスピードダウンで交通

事故防止」

　バイクは車体が小さく見える

ので、車から発見が遅れ事故とな

る事があります。スピードダウン

し、自分に合わせた運転を心掛け

ましょう。

問合せ　赤歌警察署緯32-0110

　　　赤歌警察署からお知らせ

次の日程で開催予定です。

日　程

　６月22日峨　開会（議案の上

程・提案理由の説明など）

　６月23日我　休会

　６月24日牙  一般質問

　６月25日画　一般質問・委員長

　報告・質疑・討論・採決・閉会

場　所　

　議事堂傍聴席（市役所３階）

※日程が変更になる場合があり

ますので、事前にお問い合わせ

　ください。

問合せ　議会事務局緯32-1858

　　　第２回定例会を

　　　傍聴しませんか

　　　

　　　傍聴しませんか
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住宅 Ｉｎｆｏ

市営住宅 　道が行なった業務や制度の内

容を審査する制度が、「北海道苦

情審査委員」制度です。

　みなさん自身の利害に関する

苦情であれば、苦情審査委員に申

し立てができます。

　苦情審査委員が公正で中立的

な立場から、道の関係機関に対し、

必要な調査などを行ないます。

　審査の結果、道の業務に不備な

点や制度に問題があるときは、

道の機関に是正や改善を求めま

す。もちろん、個人情報の保護に

も十分配慮します。

申立先　

道庁の道政相談センターか各

総合振興局（振興局）の総務課。

（苦情申立書およびリーフレッ

トを用意しています）

申立方法

　苦情申立書に必要な事項を記

入し、提出してください。

　（郵送・ＦＡＸ・メール可）

問合せ

北海道総合政策部知事室道政

　相談センター

　〒060-8588

　札幌市中央区北３条西６丁目

緯011-204-5523（直通）　

思011-241-8181

  死kujyou.koueki@pref.      

　　hokkaido.lg.jp

※申立書は北海道のホームペー

ジからダウンロードできます。

　トップページの「総合案内」　

閣道政相談等の窓口（または

　　「道政相談」で検索）

閣「２苦情審査委員の窓口」の

　　道政に関する苦情申立ては、

　　北海道苦情委員へ

閣「４苦情申立てについて（申

　　立書はこちら）」

  北海道のホームページは

　コチラから閣

　　　知ってますか？

　　　道の「苦情審査委員」制度

■新光団地１号棟　

　305号室（２ＤＫ）

■山手団地Ｃ－１棟　

　４号室（３ＤＫ）

■山手団地Ｃ－３棟　

　２号室（３ＤＫ）

■若草団地１棟　

　304号室（３ＤＫ）

■東大町ＨＯＰＥ‘95

　102号室（１ＬＤＫ）

103号室（１ＬＤＫ）

煙応募者多数の場合は抽選

煙特定入居および優先地域あり

家　賃 世帯の収入によって決定

受付期間

　６月１日峨～６月10日牙

抽　選

　６月11日画【非公開】

　　　市営住宅入居者募集

　　　（新規・住み替え）

　　　市営住宅入居者募集

　　　（新規・住み替え）

　　　　　　

　　　（新規・住み替え）　　　（新規・住み替え）　　　（新規・住み替え）

企業の採用担当のみなさんへ

令和４年３月新規学校卒業者（中

学・高校）の求人は、６月１日から

受け付けを開始します。

　新規学校卒業者の多くは地元で

の就職を希望していますが、地元

企業の求人公開の遅れから、多く

の若い人材が地元を離れて就職し

ています。

　早期に採用計画を立て、ハロー

ワークへ求人申し込みをされます

ようお願いします。

選考日程

毅新規高等学校卒業者

推薦（紹介）開始…９月５日蚊～

選考・採用内定開始

　　　　　　　　…９月16日牙～

毅新規中学校卒業者

推薦（紹介）・選考・採用内定開始

　　　　　　　　…12月１日我～

問合せ　

　ハローワーク滝川　

　学卒担当緯22-3416

　ＪＲ北海道、特急車両「ラベン

ダー」編成のお披露目運転が５月

８日に行なわれました。

　臨時列車「HOKKAIDO LOVE FUR

ANO」号として札幌・旭川間を富

良野線・根室本線経由で運転しま

した。

　今後は、７月１日牙～８月15日

蚊の毎日、８月21日臥～９月20日

俄の土日祝に「フラノラベンダー

エクスプレス」として運転される

予定です。　　

【並木公園の桜と

特急車両「ラベンダー」編成】

　　　特急車両

      「ラベンダー」編成

　　
　　　新卒求人の申込は

　　　ハローワークへ　　　こちらは随時募集中！

　　　（新規・住み替え）　

　　　

　　　（新規・住み替え）　

　以下の団地につきましては、若

　干戸の募集あり。

■新光西・新光東・新光・元町東・

　春日第二（２）・春日第三・白樺

　第一・白樺第二・豊栄・宮下東・

　若木・朝陽台・若草・昭和・新町

　末広・山手・福栄

■若草団地（身体障がい者住宅

　車イス対応　要件あり）

■市有（大町企業・美園企業・豊丘）

※入居の申し込みにつきまして

　は、新型コロナウイルスの感染

　防止および拡散防止の予防と

　して窓口にお越しいただかな

　くても電話にて対応可能です

　が、書類審査の際に電話でお聞

　きした内容と市営住宅の入居

　要件が適合しない場合は入居

　許可ができませんのであらか

　じめご了承ください。

問合せ　住宅係緯32-1820

■青葉団地　７戸（３ＬＤＫ）

　　　

　　　道の「苦情審査委員」制度

　　　

      「ラベンダー」編成

　　
　　　

　　　ハローワークへ


