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=募集・お知らせ==募集・お知らせ=

りんごの花  押し花サークル
日　時　１２月１６日（水）
　　　　午前９時３０分～１２時
講　師　村山洋子先生
申込み・問合せ・会場
　　　　農村活性化センター
☎２３-５５６８ FAX ２３-２１８９

　自衛官候補生 ( 男子・女子 )・陸上
自衛隊高等工科学校生徒（一般）を募
集します。
● 採用上限年齢の引上げについて
　自衛官候補生および一般曹候補生の
採用年齢が１８歳以上３３歳未満に変
更されました。
※細部応募資格等は、問合せください。
問合せ　自衛隊札幌地方協力本部小樽
　　　　地域事務所

　　　☎０１３４-２２-５５２１

農村活性化センター
　　　からのお知らせ

各種自衛官募集

●個人を含む事業主及び建築業を営む方
へ（防火対象物の増改築を依頼・請け負
う際のお願い）
　消防法施行令別表第一に該当する、「防
火対象物」となる建築物において、増築・
改築・大規模な模様替え等を施工、また
は主要用途を変更したことにより、現在
設置されている消防用設備等の他に新た
な消防用設備等が必要となる場合があり
ます。
　施工してしまった後に、必要な消防用
設備を設置せずにそのまま防火対象物を
使用していると「重大な消防法令違反」
として告発等の違反是正処理の対象とな
る場合もありますので、個人を含む事業
主及び建築業を営む方は、防火対象物の
増築・改築・大規模な模様替え等の施工
をする前に改修内容等を消防署予防係に
ご相談頂くことで、後々のトラブルを避
ける事ができます。
　また、このような場合は道や町の建築
担当部署に「建築確認申請」が必要な場
合もあり、関係機関から建築指導を受け
る場合もあります。
　個人を含む事業主及び建築業を営む方
におかれましては、上記を理解して頂き、
ご協力の程よろしくお願いします。
※掲載内容に関する詳細やご質問など
は、余市消防署までお問い合わせくださ
い。
問合せ
　余市消防署　☎２３－３７１１

余市消防署
　　からのお知らせ

余市商工会議所水産部会主催
　よいち水産品セール

　よいち水産品町民感謝デーは、新型
コロナウイルス感染防止のため中止と
なりました。本年度は、電話注文にて
水産加工品を販売いたします。

販売期間：
　令和２年１２月３日（木）
　　　　　１２月４日（金）

販売方法：販売店へ直接電話注文

　販売店・販売品目・連絡先など、詳
細は１１月２６日（木）の新聞折込チ
ラシをご覧ください！

　おみやげ・おくりもの
には余市名産品を！
　１２月１日から１２月
３１日は

「よいち名産品愛護月間」
です！

　「よいち名産品愛護月間」とは、余

市町内で生産される名産品を、住民の

皆さんに積極的に関心を持っていただ

き、名産品の愛用意識の高揚と需要の

拡大を図るものです。

～飲酒運転の防止～
○体内のアルコールは、どれくらいの
時間で分解されるのか？
　アルコールは、主に肝臓の働きに
よって分解されます。
　性別や体重、体調によって分解時間
に差がありますが、ビール 500㎖に含
まれるアルコールを分解するために
は、２時間～３時間かかると言われて
います
　しかし、これは、肝臓が正常に活発
に働いている場合の計算となります。
　睡眠時は、臓器も休み、その働きが
低下するので、肝臓のアルコールを分
解する能力も低下し、通常の約２倍の
時間がかかると言われています。
　深酒をして寝てしまうと、朝になっ
てもアルコールが分解されずに体内に
残っており、翌朝、運転した時には飲
酒運転になっているという事がありま
す。
　深酒をした翌朝は、酒が抜けたと過
信せず、運転をやめましょう。
○飲酒運転の罰則は？　
酒酔い運転……５年以下の懲役又は　
　　　　　　１００万円以下の罰金
　　　　　　　違反点、　３５点
酒気帯び運転…３年以下の懲役又は　
　　　　　　　５０万円以下の罰金
　　　　　　　違反点、体内アルコー
　　　　　　　ル濃度によって２５点
　　　　　　　又は１３点
なっており、車両や酒類を提供した人、
飲酒運転の車に同乗した人も同じ罪に
問われる場合があります。
　飲酒後の運転は、アルコールの影響
で判断力などが低下し、危険の発見の
遅れや、運転操作にミスが起きやすく
なるなど、事故を起こす危険性が高ま
ります。
　自分だけで無く、自分の家族や事故
の相手、その家族など影響は計り知れ
ません。
　飲酒運転は絶対にやめましょう。
問合せ
余市警察署交通課　☎２２－０１１０

余市警察署
　　からのお知らせ

よいちニコニコ食堂
（こども食堂）の開催

日　時
　令和２年１２月１９日（土）
　　午前１１時３０分～午後 1時
会　場
　ワーカーズコープ後志事務所

（黒川町３丁目４０番地　北海道信用
金庫斜め向かい）
対　象
 子どもだけでなく、地域の方どなた
でも参加できます。
申　込　電話により事前申込。
内　容
　ランチの提供（テイクアウトのみ）
　クリスマス工作キット（ステンドグ
　ラス風窓飾り）をプレゼント
食事代
　高校生まで無料。おとな３００円。

問合せ
NPO 法人ワーカーズコープ後志事務所
　　　　　　　　　☎４８－５１０６

里親制度のご案内

　「里親制度」とは様々な事情により
家庭で暮らせなくなった子どもたち
を、自分の家庭に迎え入れて養育する
制度です。
　「里親」は、子どもが好きで健康な
明るい家庭であれば、どなたでも申し
込むことができます。

◎里親にはどんな種類があるの？
　「養育里親」…家庭で養育できない
子どもを短期間又は長期間受け入れる
里親

　「専門里親」…専門的なケアを必要
とする子どもや障がいのある子どもを
育てる里親

　「養子縁組里親」…特別養子縁組を
前提として養育する里親

　「親族里親」…両親の死亡、行方不
明などの事情により家庭で養育できな
い子どもを、親族が育てる里親

※里親制度に関するお問い合わせにつ
いては、下記までご連絡ねがいます。

問合せ
　北海道中央児童相談所　
　　　　☎０１１－６３１－０３０１

沢町児童館（☎２３－５６７３）
マンカラの会
１２月５日(土)午後１時３０分～
つどいの広場
１２月９日(水)午前１０時～
クリスマス工作の会
１２月１２日(土)午後１時３０分～

児童館行事案内

キッズルームあっぷる
　　　　 （☎４８－８８５０）
対象者
　　概ね３歳までの児童と保護者
日時　毎週月～金曜日
　　午前９時３０分～午後４時
　※１２月３０日(月)、３１日(木)お休み
です。詳細はお問い合わせください。

黒川児童館（☎２３－４３３８）
つどいの広場
１２月１７日（木）午前１０時～
クリスマス会
１２月２０日(日)午後１時３０分～

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
　クリスマスの飾りを作りましょう
日時　１２月１０日（木）
　　　午前１０時～午後１２時
定員　５世帯
受付　１２月３日(木 )から
申込　キッズルームあっぷる
その他
●密集、密接を避け予約制とさせて
いただきます。
●定員になり次第締め切りとさせて
いただきます。ご了承ください。

「ぐんぐんの日」
　キッズルームあっぷるで毎月１回身
体測定が出来る事になりました。
日時　１２月８日(火 )
　　　午前９時３０分～１２時
　　　午後１時　　　～４時
持ち物　母子手帳、バスタオル
その他
●身長計、体重計を準備しています。
お気軽に身体測定にきてください。

パブリックコメント手
続を実施します！

だくか、問い合わせ先に郵送してください。
【意見書の提出期限】
 令和 3年 1月 8日 (金 )　(当日消印有効 )

【説明会の日時・場所】
　令和 2年 12 月 9 日 ( 水 ) 午後 6時 30 分～
余市町中央公民館
　問い合わせ／双日株式会社　環境インフラ
事業部　担当：伴
〒 100-8691　東京都千代田区内幸町 2-1-1
　TEL. 080-2066-9302

環境影響評価方法書の縦覧
及び説明会の開催について

　【縦覧書類】
( 仮称 ) 北海道小樽余市風力発電所 環
境影響評価方法書
【縦覧期間・場所】
　令和２年１１月１７日 (火 )
　　　　～令和２年１２月１７日 (木 )
　余市町役場経済部商工観光課
　余市町図書館、余市町中央公民館
電子縦覧 URL https://www.sojitz.com/
jp/news/docs/201117.php
【意見書の受付】
縦覧場所に据え付けの意見箱へ投函いた

　町が、町民の皆さんに影響を与える
基本的な計画、指針、条例等を決定す
る前に、これらの案を公表して、広く
ご意見や情報を提供いただくことを
「パブリックコメント手続」といいま
す。
 この度、第２次余市町子どもの読書
活動推進計画の策定を進めておりま
す。この計画の策定にあたり、素案に
対する町民の皆さんからのご意見等を
下記により募集します。
■意見を募集する計画の名称
「第２次余市町子どもの読書活動推進計
画（素案）」
■意見募集期間
　令和２年１１月３０日（月）から令和
２年１２月３０日（水）まで
■意見提出者の要件
　意見を提出できるのは、次のいずれ
かの該当する方とします。

① 余市町内に住所を有する方
② 余市町内に会社、事業所等を有する方

③ 余市町内に通勤・通学している方
④ 余市町に納税されている方
⑤ 上記①～④に当てはまらない方でも、
意見を募集する案件に利害関係がある方
■意見提出方法
　備え付けの「意見用紙」又はこれに
準じた様式に住所及び氏名を明記の
上、
①郵送　〒 046-0011
余市町入舟町４１３番地　余市町図書館
② fax ０１３５－２３－７６６０
③ Eメール toshokan ＠ mail.yoichi-
lib.unet.ocn.ne.jp
※電子メールによる意見の提出は
Word 形式、テキスト形式、PDF 形式の
いずれかでお願いします。なお、件名
は「余市町パブリックコメント」と記
載願います。
※上記の方法又は持参で提出していた
だくか、下記の施設の備え付けの意見
箱に投函してください。
（受付時間：図書館は１０時００分～
１８時３０分 月曜日閉館、その他の
施設は、平日８時４５分～１７時１５
分）
■資料（計画素案）の閲覧・投函場所
①余市町役場庁舎
（２階学校教育課）朝日町２６番地
②中央公民館
（１階事務室前）大川町４丁目１４３番地

③余市町図書館
（１階フロア）入舟町４１３番地
④余市町福祉センター
（１階フロア）富沢町５丁目１３番地
●余市町ホームページ・余市町図書館
ホームページでもご覧いただけます。
問合せ　
 余市教育委員会
 社会教育グループ　余市町図書館

☎２２－６１４１


