みんなの団災 圏
国土交通省と各都道府県では、
土砂災害の防止と被害の
と逃げ遅れる人も多く、人的被害の害J合 も高くむ ります。
「
58年
□
6月
昭不
から毎年
を
土砂災害防止月
○地滑
り
軽減を目的に、
リ
間」としています。土砂災害は、
比較的緩やかな斜面において、地中の粘土層など滑
近年頻繁に発生しており、
紋
「
3月
の改正において
き出す現象
別市地域防災計画においても、
崖
やすい面が地下水の影響などでゆつくりと動
本年
「土石流」
「地滑り」を災害の定義に追カロし、
です。一度に広い範囲が動 くため、ひとたび発 生すると
土砂災害
崩れ」
に対する防災力の向上を図っています。
道路、鉄道、耕地などに大きな被害を及ぼ します。
土砂災害の種類を確認し、
雨が強い日などは十分注意し ※山、川、崖地等の近 くで危険を感 じた場合は、すぐに避
ましょう。
難 してください。
土砂災害の種類
土砂災害警戒情報】
【
【
】
○土石流
雨が降 り始めたら「土砂災害警戒情報」に注意 しま
しょう。
谷や斜面にたまつた土 石 砂などが台風などの集中
土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険
豪雨による水とい つしょになって一 気に流れ出 して来ま
す。破壊力が大きく、また、速度も速いので大きな被害
度が高 まつたときに、北海道と気象庁が共同で発表する
をもたらします。
防災情報です。
土砂災害警戒情報が発表されたら早めに近くの避難場
○崖崩れ
しみ込んだ水分が上の抵抗力を弱め、雨や地震
地面に
所など、安全な場所に避難 しましょう。
などの影響によつて急激に斜面が崩れ落ちることをいい
市の登録制メールや広報車による呼びかけにも注意 し
ます。崖崩れは、突然起きるため、人家の近 くで起きる
ましょう。

平成 27年 10月 1日

国勢調査を実施 します
企業ヵ
ィド

紋別市 Uタ ー ン情報 セ ンターで は、U・ Iタ ー ン希望
の方へ の情報提供 のために新 たに
「企 業 ガイ ド」を作成
しました。U・ Iタ ー ンに必 要な手続 きのほか、紋別 の紹
介や求人企業 の情報 を掲 載 して い ます。
企業 ガイ ドは、市内のバ スター ミナルや商工 会議所、
ハ ロー ワー ク紋別 に備 えるほか、首都 圏での U・ Iタ ー
ンフェア等 の会場 で配布 され ます。
また、Uタ ー ン情報 セ ンターでは、 2人 の相談員 を配
置 し、U・ Iタ ー ンを希望す る ご本人をは じめ、ご家族や
ご友人、
知人の方 々か らの相談 をお受 け してい ます。
なお、相談員が不在 の場合 もあ ります ので、事前 の ご
連絡 をお願 い します。
相談 日時 月〜金 日
程日 8時 6分 〜 17時 (祝 目を除 く)
市役所 3階 商工 労働課 内 (希 望 の方 自宅訪
問可 )
固商工 労働課労政係 内 Uタ ーン情報 センター
容 内線 251番
相談場所

国勢調査 は,日 本 に住 んで い るすべ ての人及び1畦 帯
が対象です。
平成 27年 国勢調査 は、日本 の未来を考 え
るために欠 くことので きない最新 の 人口 。世帯 の実
態 を明 らかにす る重要 な調査です。
調査結果 は、さまざまな法令 で使 われるほか、社会
福祉、雇用対策、生活環境 の整備 な ど、私たちの暮 らし
のために役 立て られます。
調査表配布 9月 上旬 か ら(調 査員が世帯 を訪問 して
調査票 を配布 )
回答方法 調査員へ の調査票提 出、調査票郵送、パ ソ
コン・ スマー トフォ ンによるオ ンライ ン回答が可
能 です。
※統計法 では、
統計調査 によって集 め られた個人情報
は、
統計 以外の 目的に使用する ことや外部に漏 らす こ
とが 固 く禁 じられてお り、
11当 職員や調査員にも厳格
に守秘義務 が課せ られてお り、
秘密 の保護が徹底 され
い
い
ので
ご
ださ
て ます
、 安心 く
。
固企画調整課統計係

a内 線 214番
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ア ドレス syoukourousei@city.mombetsu.lg.ip
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