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観光体験牧場

１．指定管理者募集施設

　　秩父別町デイサービスセンター及び観光体験牧場

２．応募資格

　　秩父別町内に本社等の主たる事業所を有する法人若しくはその他の団体又は法人等のグループ

３．施設の管理を行う期間

　　令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで（３年間）

４．応募方法

　　①応募書類の配付期間は、令和元年 10 月 18 日（金）までです。

　　②両施設の事業概要説明会を10月16日（水）に開催します。時間等詳しくはお問い合わせください。

　　③応募書類の配付場所及び提出先、お問い合わせは施設ごとに次のとおりです。
　　　◆デイサービスセンター・・・住民課住民福祉グループ 33-2111（内線 45）
　　　◆観光体験牧場・・・・・・・産業課産業グループ 33-2111（内線 62）

　　④応募書類の提出期限は、令和 元 年11月1 日（金）までです。

指定管理者を募集します
デイサービスセンター

工　事　名 契約額（千円） 工　　期 請負業者

秩父別町庁舎照明設備改修工事 22,572 5.29 ～ 9.20 高村電気㈱

中央東Ａ団地町営住宅屋根塗装改修工事その１ 6,977 5.29 ～ 8.28 ㈱木山塗工部（妹背牛町）

中央東Ａ団地町営住宅屋根塗装改修工事その２ 4,514 5.29 ～ 7.26 ㈲岩村塗装（沼田町）

町道舗装補修工事 2,516 5.29 ～ 7.31 ㈱Ｍｚ原田

水道メーター器取替工事 3,795 5.30 ～ 10.31 寺迫工業㈱

観光牧場羊舎等解体撤去工事（旧原田牧場羊舎） 4,859 6.3 ～ 7.31 興和建設㈱

町道２丁目路線舗装改修工事（７条付近） 22,919 6.11 ～ 9.10 興和建設㈱

中央西Ｃ団地町営住宅長寿命化改修工事 24,317 6.17 ～ 9.13 北垣建設工業㈱

中央東Ａ団地町有住宅 13 号棟屋根改修工事 4,536 6.21 ～ 8.28 ㈱植田工務店

ふれあいプラザ照明設備改修工事 11,232 7.4 ～ 9.13 高村電気㈱

南 26 号橋補修工事（南２条東２丁目桜川） 23,914 7.9 ～ 11.20 北垣建設工業㈱

コンポスト施設シーケンサ修繕工事（浄化センター） 3,960 8.20 ～ 2.1.20 ㈱ホクセツ（札幌市）

秩父別町Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事 27,060 9.2 ～ 11.29 北垣建設工業㈱

秩父別町の建設工事発注状況のお知らせ
　本年度４月から９月までの主な建設工事（１件 250 万円超）の発注状況は、次のとおりです。

 お問い合わせ　役場建設課建設グループ　電話 ３３－２１１１（内線94）

※契約額には消費税を含み、千円未満を四捨五入しています。
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指定管理者を募集します

◆お問い合わせ　役場住民課総合窓口グループ　電話　３３－２１１１（内線 43）

住民票とマイナンバーカードに
旧姓（旧

きゅううじ

氏）が併記できるようになります
　11 月５日から、住民票とマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓（旧氏）が併記可能
となり、各種契約・銀行口座の名義や、就職・転職時の旧姓での本人確認に役立ちます。
　旧姓を併記するためには請求手続きが必要となりますので、必要とされる方は、確認書類と
ともにお住まいの市区町村窓口に申請してください。

旧姓併記のための請求手続は２段階！

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２

旧姓が記載された
戸籍謄本等を用意しましょう

用意した戸籍謄本等と一緒に
マイナンバーカード（通知
カード）を持って、お住まい
の市区町村へ行こう！

※本籍地の市区町村に請求するか、郵
送で取り寄せが可能です。

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者 （臨時、 パートタイマー、
アルバイト等を含む） に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

　最 低 賃 金 額　時間額８６１円

　効力発生年月日　令和元年10月３日

○最低賃金には、 精皆勤手当、 通勤手当、 家族手当、

　　臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算

　　入されません。

○特定の産業 （「処理牛乳 ・入院料、 乳製品、 糖類製造

　　業」、 「鉄鋼業」、 「電子部品 ・デバイス ・電子回路、 電

　　気機械器具、 情報通信機械器具製造業」、 「船舶製造 ・

　　修理業、 船体ブロック製造」） で働く方には北海道の特定

　　（産業別） 最低賃金が適用されます。

◆お問い合わせ

厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室☎ 011-709-2311 ・ 滝川労働基準監督署☎ 0125-24-7361

「必ずチェック　最低賃金！　使用者も、労働者も」

北海道最低賃金
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アンの秩父別タイ在記
Vol.16　「「映える」写真講座」
　9月 1日に深川で開催された「映える」写真講座で講師をさせていただきました。今回の
講座は北海道空知総合振興局が主催していて、講座の内容はスマホで “ 映える ” 撮影の方法
についてでした。会場は深川駅のすぐ横にある深川市経済センターでした。講座自体は 30
分でしたが、私はとても緊張して、前夜は 3時まで寝られませんでした。私もプロではない
ですが、いつも使っている写真の撮り方をはじめ、今まで学んだ情報発信の方法について教
えました。プロの技術ではないので、簡単なことを教えたら皆さんにがっかりされるのでは
ないかと悩んでいましたが、参加してくれた皆さんは真面目に私が教えたことを聞いてくだ
さって、安心しました。講座が終わった後は JR 深川駅から JR 秩父別駅まで電車に乗り、秩
父別町内を歩きながら、写真を撮りました。
　ちなみに、講座の参加者の中に 1人のタイ人がいました。ノートさんという名前で、日本
人と結婚して、今年で北海道に来て 3年目だそうです。講座が終わって秩父別で町歩きをし
た際、ノートさんを家紋に連れていきました。相変わらず、天丼が美味しかったです。彼女
は日本語があまり読めませんが、JP01 のパンフレットを見て、キュービックコネクション
に興味をもったので、そこに連れていきました。天気が良かったおかげで、キュービックコ
ネクションやキャンプ場も賑やかでした。
　参加してくださった皆さんやタイ人のノートさんに出会えて嬉しかったです。自信がな
かったですが、今回の講師にチャレンジしてよかったと思います。

毎月連載！

秩父別駅で撮影する参加者の方々空と稲穂の比率で見映えが変わります

　秩父別町 PTA連合会・秩父別町教育委員会が主催する「子育てを見つめるゆうべ」を開催します。

　今年度は、フードディレクターとして北海道を中心に国内外で講演や食に関する指導を行い、

過去には「どさんこワイド」でレギュラー出演をされるなど様々な活動をされているヌキタ・

ロフィスド代表の貫田桂一氏を講師としてお招きし、成績を伸ばす食べ方などについてご講演

いただきます。入場は無料となっていますのでたくさんのご参加をお待ちしています。

日　　時　　令和元年11月20日（水）

　　　　　　午後５時 50 分～午後７時 30 分（受付：午後５時 30 分～）

場　　所　　秩父別町交流会館

そ の 他　　参加申込は必要ありませんので、開始時間までに会場へお越しください。

「北海道教育の日」協賛事業
「子育てをみつめるゆうべ」のご案内

 お問い合わせ　教育委員会教育グループ　電話 ３３－２５５５ お問い合わせ　役場住民課保健指導グループ　電話 ３３－２１１１（内線49）
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 お問い合わせ　役場住民課保健指導グループ　電話 ３３－２１１１（内線49）

・受診の際は、健康保険証を提示してください。

・お子さんが受診する場合は、健康保険証・母子手帳を提示し、必ず保護者の方同伴で接種して

ください。

＊生活保護を受けている方は無料です。（事前に役場住民課保健指導グループで証明書を受け取ってから

受診してください。）

　令和元年10 月 15日～令和元年12 月 31日 （年内です！）

　　 ＊上記の期間以外に予防接種を受けた場合は全額自己負担になります。

【接種対象・回数・費用について】

【助成期間】

【接種方法】

【接種医療機関】
・秩父別町立診療所のほか、深川市、妹背牛町、沼田町、北竜町等の北空知管内の病院で受ける

ことができます。（接種医療機関は回覧でご確認ください）

対　象 接種回数 自己負担額 助成額
（町の負担額）

　生後 6 か月以上 13 歳未満 ２回
無　 料

 1 回目　4,000 円
 2 回目　3,300 円

　13 歳以上 18 歳以下
　( 中・高校生相当 ) １回 4,000 円

　概ね 19 歳以上 １回 １，０００円 3,000 円
( 北空知の医療機関の場合）

☆インフルエンザの予防接種は、助成期間内は予約なしで受けることができます。

　（水曜日の午前中以外の診療時間内で接種することができます）

秩父別町立診療所でのインフルエンザ予防接種について

インフルエンザ予防接種の助成を実施！

 ＊医療機関によって、接種できる曜日や時間、対応年齢が異なります。

　 詳しい内容は回覧をご確認ください。

自己負担額は
　病院窓口で支払い

　身近な診療所をご活用ください！　

　今年も、全町民を対象に接種費用の助成を行います。

　インフルエンザや風邪を予防するには、予防接種のほかに手洗い・

うがい、体調を整えて抵抗力を高めるなどの予防行動も大切です。


