「人口確保対策」の３つのプロジェクトと助成制度
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あなたの町のカー & ライフサポーター！！
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TEL. (47)-2820

O A・文具

リバティーはしもと

ココロも満タンに

３）雇用促進プロジェクト
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新たに起業する事業者に対しての各種支援につい
ては、制度が整い次第、お知らせします。
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にいかっぷスタンプラリー＆判官館大ウォーキングのお知らせ

P19 広報にいかっぷ
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新和 SS (47)-5011 新冠 SS (47)-3830

株式会社 伊藤商会
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にいかっぷ観光協会は、今年 50 周年！この一年は、
さらに、さらにパワーアップし、観光客のみならず、町
の皆さんにも楽しんでいただける事業を企画していきま
す。あなたの知らない
「にいかっぷ」
を発見してください。
①新冠ほのぼのスタンプラリー
・内 容 町内の観光施設や飲食店などを回りスタンプ
を集め、新冠の豪華景品をゲットしよう！
・期 日 ４月 26 日 ( 土 )～９月 30 日 ( 火）
・参加費 無料
・対象施設 町内の観光施設７ヶ所、
飲食店７ヶ所。
・参加方法 観光協会・各施設で専用
れこどん
用紙を配布します。

25

時

妊産婦から子育てまで一貫した施策を展開します。
平成 26 年度は次の３つの事業創設しました。
①妊婦健診交通費助成事業
→妊婦健診時の交通費相当額を助成。
②出産時宿泊費助成事業
→出産時の妊婦と付添人宿泊費の一部を助成。
③中学生までの医療費自己負担額分の無料化
→子ども医療費助成制度を拡充、中学生以下を助成。
助成制度の詳細は、今月号の 16・17 ページ・３月
28 日配布の町政事務文書に掲載しています。その他、
子育て支援制度に関する問い合わせは、保健福祉課
（TEL:0146・47・2113）まで連絡ください。

５月 日（日）／８時～
○場所

２）少子化対策プロジェクト

東千歳駐屯地（千歳市祝梅１０１６）

これまでの新築住宅への助成事業を拡充させ、今
年度から中古住宅取得についても助成対象とします。
①住宅取得奨励金（新築・中古住宅）
→住宅取得時の奨励金で、新築は町内業者 40 万円、
町外業者 10 万円、中古住宅は 25 万円を交付。
②引越助成金（新築・中古住宅）
→住宅取得後の引越し費用の助成。町内移動５万円、
管内移住 10 万円、道内移住 15 万円、道外移住 30 万円。
③子育て世代住宅取得支援金（新築・中古住宅）
→中学生以下の子どもがいる場合の支援金で、子ども
の人数に応じ、固定資産税の一部または全部を助成。
④住宅取得資金利子補給（新築・中古住宅）
→住宅取得の借入資金に係る利子の補給で、利子の
１／３、年額上限 20 万円、最大５年間補給。
⑤住宅リフォーム助成金（中古住宅のみ）
→中古住宅取得後 1 年以内に行うリフォーム工事費
の１／２を補助。上限は 50 万円。

○行事内容
日本最大級の戦車パレード、訓練
展示、装備品展示、戦車試乗、模
擬売店・地域物産展など
○その他
当日は、ＪＲ千歳駅より無料シャ
トルバスを運行します。会場周辺
は、大変混雑が予想されるため、
公共交通機関を活用ください。
●お問い合わせ先
第７師団司令部総務課広報渉外班
☎ ０１２３・２３・５１３１（内線２２４７）

７ 28 21 14

１）定住移住促進プロジェクト

20

30

札幌弁護士会
ひだか弁護士相談センター

⑥合併処理浄化槽設置整備事業補助の特例措置
→合併浄化槽のサイズに応じて、補助金を増額。
助成制度の詳細は、３月 28 日配布の町政事務文
書に掲載しています。また、問い合わせは、企画課
（TEL:0146・47・2498）まで連絡ください。

○センター開設日
４月
日（月）
・ 日（水）
日（月）
・ 日（水）
日（月）・ 日（水）
５月 - 日（水）
・ 日（月）
※必ず事前にご予約ください。
●ご予約・お問い合わせ先
ひだか弁護士相談センター
☎０１４６・４２・８３７３

「定住移
町の重要施策「人口確保対策」について、
住促進」
「少子化対策」
「雇用促進」の３つのプロジェ
クトを進めます。今回はそのプロジェクトの内、主
な制度をお知らせします。

59

70

26

お知 ら せ コ ー ナ ー

60

介護老人保健施設などの
整備・運営事業者の公募

その１

26

介護老人保健施設などの整備・運営
事業者の公募を開始します。
計画しているのは、介護老人保健施
設（定員 床）
・小規模多機能型居宅
介護（登録定員 名）
・認知症対応型
共同生活介護（１ユニット９名）です。
それぞれ平成 年度中に整備の完
了をしていることが条件となります。
募集要項の配布、応募書類受付期間
は、４月１日から５月 日までです。
審査を経て、８月中旬ごろに決定す
る予定です。
●お問い合わせ先
日高中部広域連合事務局
☎ ０１４６・４２・５１０３

－ Niikappu Town Office Information －

平成 年度
第７師団記念行事

陸上自衛隊第７師団では、次のと
おり記念行事を開催します。
○事業名
陸上自衛隊第７師団創隊 周年・
東千歳駐屯地創立 周年記念行事
○日時

役場からのお知らせ

②新冠・判官館大ウォーキング
・内 容 レ・コード館から判官館まで歩き、タコッペ
湿原や判官岬の散策を楽しんだあと、再び、
スタート地点のレ・コード館に戻ります。
・期 日 ５月 25 日（日）10 時 30 分開始 ※荒天中止
・参加費 1 人 500 円 ( 受付は先着 300 名まで）
・参加特典 お飲み物（１本）
、新冠産野菜（１袋）
・申込方法 申込用紙に必要事項を記載の上、郵送か FAX
で送付、または、観光協会（レ・コード館内）
へ持参してください。なお、電話での申込は
できませんので、ご了承ください。
●問い合わせ先
にいかっぷ観光協会 TEL 0146・45・7300／FAX 0146・45・7307
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ご寄附ありがとう
ございました。（敬称略）
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●特別養護老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと
☆上井 武光
（オムツ 3 袋）
☆藤原 則行
（古布１袋）
☆高橋 満郎 （大根 60kg、ごぼう１kg）
☆ボランティアグループちょぼら ( カット布 6 袋）

●国保診療所に役立ててと
☆浅野 ノブ
（ウエス１箱）

新冠町社会福祉協議会へ
●福祉事業に役立ててと
☆節婦郵便局
（古切手１袋）
☆貝澤 スエ
（古布１袋）
●香典返しに代えて
☆大宮 仙司
（50,000 円）
広報にいかっぷ
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