情報＊満載

利用申し込みのお知らせ

お知らせします

【農業委員会総会の審議事項】

農業委員会だより

日までの間

日開催）

次の場合は運輸支局で登録
手続きが必要です。
①住所が変わったとき（変更
登録）
②自動車を売買したとき（移
転登録）
③自動車を使用しなくなった
年度の自動車税納税

とき（抹消登録）
平成
めに、３月中に手続きをお願

か、道税ホームページから自

札幌道税事務所自動車税部

上川農業試験場新技術発表会
上川農業試験場の研究員
が、最新の研究成果や新品種
をわかりやすく紹介します。
また、研究成果についてご意

■内容■

役立てていきます。

お知らせします
各種申請書にマイナンバーの
記載欄が追加されています

バーの記載欄が追加されてい

各申請書、届出書にマイナン

広報ぴっぷ 16
February 2017

農産加工室３月利用分
３月１日から

月

次の議案が審議され、承認
されました。

に改善センター農産加工室の
利用を希望する方は、５人以
第
許可申請

いします。なお、変更登録が

通知書を確実にお届けするた

◎農用地利用集積計画の決定
間に合わないときは、札幌道

４件

年産水稲生産量の答

◎平成
ａ当たり平均単収５５４㎏
月

動車税の住所変更手続きをお

回総会（
願いします。

日開催）

申について
第

税事務所にご連絡いただく

３件 １７１、
２８２・０１㎡

４１０、１３３㎡

◎農地法第３条の規定による

回総会（

上のグループで、加工品目と

分から福祉会館

日（月）午

日（月）

数量をまとめてお申し込みく
ださい。
■締切■２月
■抽選会■２月
前９時
■問い合わせ■
役場産業振興課特産振興係
参加者募集中
◎農地法第３条の規定による
２件 ２３８、
４９４・９０㎡
☎０１１‐７４６‐１１９７

■問い合わせ■

町 田 園 交 流 推 進 会 議 で は、
◎農地法第５条の規定による

許可申請

町 内 産 の 米 や い ち ご ジ ャ ム、
許可申請

手軽でおいしい
おにぎらずを作ろう！

小ねぎしょうゆなど使った

１２０、６３３㎡

ご参加ください

１件
４件

◎農用地利用集積計画の決定

２３、６４９㎡

「おにぎらず」作りの参加者
を募集しています。
詳しくは、今月号の折り込
手続きをお忘れなく
自動車税の住所変更

の登録に基づいて課税される
①新たに開発された品種・栽

見をいただき、今後の研究に

税金です。引越しで住所が変

自動車税は、４月１日現在

わったときなどは、運輸支局
培方法・病害虫防除に関する

ども３００円
■申し込み・問い合わせ■
で変更登録をしてください。

家のルールをつくりましょ

日（月）

役場産業振興課農政係

保護者のみなさんへ

■申込期限■２月

情報
③フィルタリングなどを設定

う。

②次年度特に注意を必要とす

お子さんが安心安全にスマー
トフォンを利用するために

る病害虫
「フィルタリング」は知識

今年１月から協会けんぽの

が十分でないお子さんが不用

する

を利用させる場合は、次の点

お子さんにスマートフォン
に注意してください。

※変更になる場合がありますので、無線放送など
にご留意ください。

日（月）午後

28㈫ 議会運営委員会
		 9：30 役場（議員控室）

動紹介

27㈪ 産業建設常任委員会
		 9：00 役場（議員控室）

☎０１１‐７２６‐０３７０

25㈯ 田園交流推進会議「おにぎらずを作ろう！」
		 10：00 福祉会館（第３研修室）

■日時■２月

ます。新様式は、協会けんぽ
のホームページから印刷でき

意に違法・有害サイトにアク
セスしないよう制限する機能

ます。

①適切にインターネットを利

です。子どもたちが事件、事

なお、被保険者の方は、保

１時～４時
トラブルや事件に巻き込ま

故に巻き込まれないために

険証の記号番号を記入する

用させる
れないよう情報モラルやコ

「フィルタリング」を必ず設

と、マイナンバーの記入は不
■問い合わせ■

定してください。

20㈪ 第33回農業委員会総会
		 13：30 役場（議場）

まーる」

（ 交通安全スローガン平成 27 年内閣総理大臣賞作品）

で身につけましょう。

17㈮ 中学校新１年生保護者説明会
		 13：30 同校

■入場■無料

ルールむし しん号むしは わるいむし

要となります。

12㈰ 部長杯ミニバレー大会
		 9：00 体育館

全国健康保険協会北海道支部

21㈫ 総務常任委員会 ～ 22日
		 9：00 役場（議員控室）

総務省北海道通信局

ぴっぷスキー場
9：00

安全で安心な北海道 ～

■問い合わせ■

10㈮ 小学校新１年生体験入学
		 9：00 同校

■問い合わせ■

ストップ・ザ・交通事故死

②家庭のルールをつくる

7㈫ 第１回町議会臨時会
		 15：00 役場（議場）

上川農業試験場

３月号は３月１日発行予定です

ミュニケーション能力を親子

■場所■当麻町公民館「まと

③農業改良普及センターの活

13

■参加料■大人５００円、子

■場所■福祉会館第３研修室

日（土）午前

みをご覧ください。
■日時■２月
時～午後１時

25
20

☎８５‐２２００

11㈯ ぴっぷスキー場ジンギス感謝デー

12：00 ぴっぷスキー場

適切な生活習慣が身につけ

5㈰ 部長杯一般男子・女子バレーボール大会
		 9：00 体育館

☎０１１‐７０９‐２３１１

		

体育館
18：00

		

ぴっぷスキー場ＧＳ競技大会

		

全町混合ダブルス卓球大会
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21
19

られるように、お子さんと一

毎朝、子どもたちの登校を見守る
「きむじい」こと木村宣昭さん (74) もフェイスブックを始めました。
ＱＲコードを読み取
り、町フェイスブッ
クをご覧ください。

28
4㈯ あそか苑雪まつり
		 10：30 同苑

緒に話し合い、具体的なわが

２月の行事予定

北方領土返還要求運動を盛り上げるため、1981（昭和 56
年）年１月の閣議了解により、毎年２月７日を北方領土の日
としました。
日露通好条約に 得撫島
基づく国境界
２ 月 ７ 日 は、1855（ 安 政 元 ） 年、
択捉島
日露間の国境を択捉島とウルップ島
国後島
色丹島
の間に定めた「日露通好条約」が結
歯舞群島
ばれた日です。みなさんもこの機会
に北方領土に目を向けてみませんか。
みんな、きむじいだよ！ 最近フェイスブックを
始めたんだけど、まちの情報がいろいろ発信され
ているんだね。写真もたくさんあって、見てるだ
けでもおもしろいよ。登録も簡単だし、使い方
がわからないときは役場に行ったら教えてく
れるよ。みんなにおススメしているところ
なんだ。
気になった方は右の

29

30
31 10

30

11
12

31

13
20
～ めざせ

２月７日は北方領土の日です
比布町のできごとを手軽に知りたい方
町のフェイスブックをご覧ください！

10

