働いている調理師の皆様へ

静内地区交通安全協会
へ入会のお願い ！
会費は、協会の運営費に充てる
ほか、新ひだか町、新冠町に住む
方々の日頃の交通安全活動に使わ
れます。

会費は 1500円です
▼活動内容
産交通安全運動の推進
産各種交通安全教室の開催
産交通安全に関する広報・啓発活動
産各交通安全協会の支援・
助成
産交通安全功労者等の表彰
産高齢者マーク等の斡旋
▼入会 された方の特典
産免許証入れケース、会員証、夜光
反射材、北海道道路地図等を贈呈
産優良運転者等の表彰
産免許更新手続時の代筆
▼入会手続き
入会手続きは、静内警察署内の
交通安全協会窓口で行 ってお りま
すので、皆様方のご協力をお願い
いたします。
●お問い合わせ先
一般財団法人静内地区交通安全協会
緯 0146・43・0110（内線 456）

調理師法では、調理業務に従事
している調理師の方は2年ごとに、
12月31日現在の調理従事場所等
を届け出なければな らないと定め
られてお り、
今年は届出の必要な
年 となっています。
▼届出が必要な方
・
寄宿舎、学校、病院、事業所、社会
福祉施設、介護老人保健施設、矯正
施設、その他多数人に飲食物を調
理 して供与 している施設で従事 し
ている方
・
飲食店営業、魚介類販売業、そ う
ざい製造業に従事 している方
▼届出先
社団法人北海道全調理師会新ひだか支部
新ひだか町静内本町3丁目34
ホテルサ トウ 緯0146・
42・
0425
▼届出期限
平成25年1月15日まで
産届出用紙は、社団法人北海道全
調理師会新ひだか支部 と静内保健
所に備えてあ ります。
●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

中皮腫や肺がんなど石綿
による疾病の補償 ・救済
中皮腫や肺がんなどを発症 し、
それが労働者 として石綿ば く露作
業に従事 していたことが原因であ
ると認められた場合には、
労災保
険法に基づ く各種の労災保険給付
や石綿救済法に基づ く特別遺族給
付金が支給 されます。
中皮腫などでお亡 くな りにな ら
れた方が過去に石綿業務に従事 さ
れていた場合には、労災保険給付

等の支給対象 となる可能性があ り
ますので、まずはお気軽に最寄 り
の労働局又は労働基準監督署にご
相談 くだ さい。
制度のご案内は厚生労働省ホー
ムページでもご覧になれます。
●お問い合わせ先
北海道労働局労災補償部労災補償課
緯 011・709・2311（内線 3590）

消防団員の募集
消防団は、市町村の消防機関の
一つで、消防団員は普段は別の仕
事を持 っている非常勤特別職の地
方公務員です。
平成 24年 12月 1日現在、町内
で 131人 （うち女性消防団員 16
人）の消防団員が活躍 しています。
消防団は、火災や災害発生時の
消火活動だけではな く、平常時 も
地域のために色々な活動をしてい
ます。
消防団員には、年額報酬や災害
活動又は訓練に出動 した時に出勤
手当などが支給 されます。
また、その他の主な待遇には、
公務災害補償、退職報償金や被服
の貸与、表彰制度があ ります。
消防団には、会社員、 ＯＬや自
営業者、主婦など、様々な人が集
まって地域の防災のために従事 し
ています。
あなたも是非、消防団に入団 し
てみませんか ？
詳 しくは、新冠支署までお問い
合わせ くだ さい。
●お問い合わせ先
日高中部消防組合消防署新冠支署
緯 0146・47・2666

介護老人保健施設等の
整備・運営事業者の募集
計画 しているのは、介護老人保
健施設 (定員 70床 )・小規模多機
能型居宅介護 (登録定員 20名 )
認知症対応型共同生活介護 (
1ユ
ニ ット9人 )
それぞれ平成 26年度中に開設
することが条件です。
▼募集要項の配布
平成 25年 1月 15日～ 2月 28日
▼応募書類受付期間
平成 25年 2月 21日～ 3月 15日
▼業者決定
審査を経て6月中旬頃決定する
予定です。
●お問い合わせ先
日高中部広域連合事務局
緯0146・
42・
5103

平成 25・26年度競争入札
参加資格審査申請受付
新冠町の競争入札へ参加を希望
される業者は、申請が必要にな り
ますので、次の期間に必ず申請を
行 って くだ さい。
詳細については、町ホームペー
ジまたは担当課へ問い合わせ くだ
さい。
▼受付期間
平成 25年 1月 15日～ 2月 15日
●お問い合わせ先
酸物品購入等・業務委託に関する申請
財務課財政グループ
緯 0146・47・2114
酸建設工事に関する申請
建設水道課建設 ・管理グループ
緯 0146・47・2518
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要
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●受付時間
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

7日
16日
23日
30日

1月

（
月）
（
水）
（
水）
（
水）

２月

4日 （
月）

˰ˡ˨ġ
ˢ˝˴ġ

ıĲĵķĮĵĸĮĵĹĸĹ
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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）
☆井田 昌己
☆松本 庫子
☆岩崎 孝

9日 （
水）
21日 （
月）
28日 （
月）
6日 （
水）

防災 メモシ リーズ
～大雪～
胆振 ・日高地方で大雪になるの
は、ほとんどが発達 した低気圧が
南海上を通過する場合で、広い範
囲に雪が降 り続きます。
大雪 では交通関係 へ の影響が
大き く、強い風を伴 う時はふぶき
や吹 き溜 ま りで通行不能 にな る
場合が あ ります。雪 の積 も り方
は地域差が大き く、積 もる場所の
変化 も大きいため、細かい予想は
で きませ ん。大雪 や暴風雪が予
想 され る場合は不要 な外出 を控
え、なるべ く広い道を通 る、大雪
のあ とは屋根 の雪下 ろし作業 で
の転落 や落雪 な どの事故 に注意
する必要があ ります。

（50,
000円）
（50,
000円）
（100,
000円）

●あいあい荘に役立ててと
☆浅野

光雄

（南瓜 14個、大根 15本）

●特別養護老人ホ ーム「
恵寿荘」
に役立ててと
☆細野 八重子
（おむつ1箱）
☆高橋 満郎
（じゃが芋 10㎏、大根 94㎏、大根菜 3㎏
長葱 42㎏、白菜 60㎏、ごぼ う9.
3㎏）
☆町田 勝雄 （白菜 35㎏、大根 70㎏）
☆畑中 与治
（古布 1箱）
☆町田 登
（古布 2袋）
☆葛野 進
（古布4箱、紙おむつ1袋）
☆斉藤 高光
（古布 2箱）
☆ほろしりの里
（カット布 6束）
☆浅野 ノブ （大根 40㎏、南瓜 50㎏）
☆ボランティアグループちょぼ ら （カット布 3袋）
☆新冠町稲作振興会
（米 60㎏）
☆小泉 俊治
（南瓜 20㎏）
☆高月 カヅエ
（白菜 44㎏、ほうれん草 4.
6㎏）

新冠町社会福祉協議会へ
▼福祉事業に役立ててと
☆宅石 忠則
（古布 1袋）
☆谷垣 節子
（古布 2袋）
☆ ＪＡにいかっぷ女性部 （古布 8箱、古切手 1袋）
☆たんぽぽの会 （古布 2袋、古切手 1袋）
☆坂之上 律子
（古布 1箱）
☆新冠陶芸サークル （50,
000円）
☆七戸 久江
（20,
000円）
☆細野 八重子
（669円）

▼香典返しに代えて
☆服部 光雄
☆畠山 次保
☆湊
昌行

（30,
000円）
（30,
000円）
（30,
000円）
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●お問い合わせ先
室蘭地方気象台
緯 0143・22・4249
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ひだか弁護士
相談センター
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