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市立美唄病院の建替え等について
問合せ

医療等拠点づくり推進室（市立美唄病院内）☎６３〜４１７１

市民、団体説明会を開催しました
８月20日から市民・団体の方を対象に市立美唄病院の建替え等について説明会を開催しました。
７月に開催した、まちづくり地区懇談会などの参加人数を合わせると、約350人の方に参加をいた
だきました。
説明会では、これまでの経過、病院および保健福祉総合施設の必要性、事業費とその財源、病院
の30年間の収支推計のほか、市の10年間の財政収支推計の資料を加えて、意見交換を行いました。
主な意見として「説明を聞いて不安が解消した」
「高齢化が進む中で保健、医療、福祉の連携が重
要」
「入院から退院に至るまでの各種相談、手続きが一カ所にまとまることに賛成」など建替え等を
望む意見があった一方、
「市立病院が必要なのは理解するが、病院建替えだけでなく、教育や子育て
支援にももっと取り組んでほしい」
「人口推計の見方とそれに伴う収支推計が甘くないか」という声
もありました。
今後につきましては、これまでの説明会でいただいた意見などを参考に、市立美唄病院の建替え等
市民委員会において検討を行い、11月に提言をいただくこととしています。

美唄市民会館大ホールの閉鎖について
問合せ
生涯学習課生涯学習係☎６２〜３１３２

９月６日に発生した地震により、市
民会館大ホールステージの上部から小
さなコンクリート片の落下と客席天井
から送風口の部品の一部が落下してい
たことが確認されました。点検確認の
ため、当分の間大ホールを閉鎖いたし
ます。利用者の皆様にはご迷惑をおか
けしますが、ご理解をお願いします。

美唄市立峰延中学校
閉校式典・惜別の会
申込・問合せ
美唄市立峰延中学校閉校協賛会事務局
さいかわ
（峰延中学校教頭・犀川）☎６７〜２１２０へ
平成31年３月末で閉校となる美唄市
立峰延中学校の式典および惜別の会を
次の通り開催します。

とき・ところ
▶閉校式典
▶惜別の会

11月23日㈷
同校体育館 10時〜
美唄ホテルスエヒロ

17時30分〜

※式典および惜別の会は事前に申し込みが必要で
す。詳しくは問い合わせください。
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第5 7 回

美 唄 市 民 体 育 祭 を 開催します

さわやかＶＩＶＡ愛
問合せ
と

き

皆スポーツフェスティバル

スポーツ振興課スポーツ振興係☎３５〜１３１６

10月６日㈯〜８日㈷

ところ

総合体育館、温水プール、体育センター（無料開放のみ）
、
サン・スポーツランド美唄

６日㈯
フェスティバルセレモニー
（総合体育館サブアリーナ）９時〜
▶ＮＰＯ法人美唄市体育協会表彰式
（体育功労賞・スポーツ褒賞）
▶市民体育祭開会式

カローリング大会

テニポン大会
（総合体育館メインアリーナ）10時〜
種 目 ◎男子ダブルス ◎女子ダブルス ◎混合ダブルス
参加料 500円
表 彰 各部門３位まで賞品を授与します
申込・問合せ 10月３日㈬までに総合体育館☎６２〜６５
００へ

赤十字救急法体験コーナー（ワールド・ファーストエイド・デー）

（総合体育館メインアリーナ）10時〜
種 目 １チーム３人 ３試合制
参加料 500円
表 彰 ３位まで賞品を授与します
申込・問合せ 10月３日㈬までに総合体育館☎６２〜
６５００へ

（総合体育館ロビー）10時〜13時
内

容 赤十字救急法（心肺蘇生、ＡＥＤを用いた除細動、
三角巾を使用した手当て など）を体験
対 象 どなたでも参加できます
問合せ 美唄市救急法赤十字奉仕団事務局・近藤☎３５〜
４５８５

７日㈰
フレッシュカップ硬式テニス大会
（サン・スポーツランド美唄）受付８時30分〜 開会式９時〜
種 目 ◎男子ダブルス ◎女子ダブルス
対 象 高校生以上
参加料 １ペア4,000円（高校生2,000円)
申 込 10月３日㈬までにタケマツスポーツまたはサ
ン・スポーツランド美唄へ
問合せ 美唄テニス協会・門田
☎０８０〜３２３４〜６４９０

ソフトテニス大会
（サン・スポーツランド美唄）受付８時30分〜 開会式９時〜
種

目

◎一般男子ダブルス…高校生以上
◎一般女子ダブルス…高校生以上
◎シニア男子ダブルス…45歳以上
◎シニア女子ダブルス…45歳以上
◎教室の部…ソフトテニス教室参加者
◎ジュニア…小・中学生
参加料 1,000円（高校生500円、小・中学生無料）
申込・問合せ 10月３日㈬までに美唄ソフトテニス連盟・
鈴木☎０９０〜５０７９〜４８４４へ

８日㈷
シニア卓球大会

水中レクリエーション

(総合体育館メインアリーナ) 10時〜
種 目 ダブルス
対 象 40歳以上
表 彰 ３位まで賞品を授与します
申込・問合せ 10月３日㈬までに総合体育館☎６２〜
６５００へ

（市営温水プール）10時〜
対

象 幼児から大人まで（幼児は保護者同伴。保護者は
水着またはＴシャツ短パンを着用）
申込・問合せ 10月６日㈯までに温水プール（美唄水泳協
会）
・向☎６４〜４５２２へ

少年柔道大会

少年剣道大会

(総合体育館格技室) ９時〜

(総合体育館サブアリーナ) ９時〜

種
対
表

目
象
彰

◎紅白戦 ◎勝ち抜き戦…３人勝ち抜き制
柔道連盟会員の小中学生
優秀選手には優秀賞を授与します

種
対
表

目
象
彰

◎紅白戦 ◎勝ち抜き戦…３人勝ち抜き制
剣道連盟会員の小中学生
優秀選手には優秀賞を授与します

次の体育施設を通常時間帯で

①総合体育館 ☎６２〜６５００
②体育センター ☎６２〜５７７６（８日㈷は休館日ですが、９時〜20時45分まで臨
時開館）
します
③温水プール
☎６４〜４５２２（８日㈷は休館日ですが、10時〜18時まで臨時開館)
(市民体育祭実施会場で、体育祭実施中を除く)
④サン・スポーツランド美唄 ☎６３〜４５７３（野球場は改修工事のため利用でき
ません。テニスコートは６日㈯が大会使用のため利用できません)
月
日㈯〜
日㈷
※詳しくは各施設へ問い合わせください。

無料開 放
無料開放

10 ６

８

※市民体育祭開催中に施設や設備などの不備によるものを除き、本人の責任において生じた事故（傷害など）の治療費は、
本人または保護者の負担とします。
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美唄市都市計画マスタープラン
部分見直し版（素案）への意見
を募集します

応募・問合せ

都市建築住宅課都市建築係
☎６３〜０１３９へ

将来の人口規模に見合ったコンパクトな市街地の形成に向けた、土地利用に関する方向性を示すため ｢美唄市
都市計画マスタープラン部分見直し版（素案）
｣ を作成しましたので、市民の皆さんの意見を募集します。

条例（素案）および意見提出用紙の配置場所

市役所

募集期間

10月15日㈪〜11月14日㈬

提出方法

所定の用紙に住所、氏名、連絡先を記載

２階都市建築住宅課、市民会館、図書館、保健セン

し、持参、郵送（住所などは24ページを参照）
、

ター、子育て支援センター、総合体育館、市民ふれ

℻６２〜１０８８、 kenchiku@city.bibai.lg.jp

あいサロン（コアビバイ内）に配置しているほか、

へ送信のいずれかにより都市建築住宅課へ

市のホームページからもダウンロードできます
意見の検討結果

営住宅 の入居者募集
市
市営住宅
▼一般住宅
団地名

申込・ 10月９日㈫〜15日㈪までに
問合せ 都市建築住宅課住宅係☎６３〜０１４０へ
入居者資格

戸数 間取

進徳団地
１戸
（２階建）

空室 エレベー 単身入居 浴室の 浴槽の
有無 有無
箇所 タの有無 可否
２階

無

４階
ゆたかニュー １戸
３LDK
タウン（８階建） １戸
５階

有

東雲団地
１戸
２階
（２階建）
有為団地
１戸 ２LDK ３階
（６階建）

不可
有

有

無
有

可※１

※１…昭和33年４月１日以降に生まれた方の単身入居はでき
ません。

▼シルバーハウジング
団地名

12月中に公表予定

戸数 間取

空室 エレベー 単身入居 浴室の 浴槽の
有無 有無
箇所 タの有無 可否

ゆたかニュー １戸 ２LDK １階
タウン（８階建）

有

可

有

有

※シルバーハウジングは、65歳以上の単身者または世帯主が
65歳以上で同居親族が60歳以上の方に限り申し込みできます。

平成

①現に住宅に困窮していることが明らかな方
②入居者全員の月額所得（所得税法の所得額から扶養
親族等の控除を行った額）が15万8,000円以下（有為
団地については11万4,000円以下）の方
障がい者など、裁量階層に該当する場合は21万4,000
円以下（有為団地については13万9,000円以下）の方
③市税などの滞納が無い方
④現在公営住宅（市営・道営住宅）にお住まいでない方
⑤暴力団員でない方
家 賃 所得（収入階層）によって異なります
※駐車場を使用される方については、月額2,610円が必
要です。
敷

金

家賃の２カ月分

入居者選定の方法 応募者が募集戸数を上回った場合
は10月下旬（予定）に抽選会で決定します
※申し込みのなかった住宅については、随時公募とな
ります。
入居時期

11月下旬（予定）

問合せ
議会事務局☎６３〜０１４１

30 年度 美唄市議会報告会を開催します

議員が３班（１班４〜５人）に分かれて各会場へ出向
き、市議会報告会を開催いたしますので、都合のよい会
場へお越しください。
主な内容
• 市の財政状況
• 平成29年度市立美唄病院経営状況
• 市立美唄病院の建替え、保健福祉総合施設の整備
※会場の都合により中止となる場合があります。その場
合は、市のホームページや当日、会場の入り口でもお知
らせします。

と
10月22日㈪

き
14時〜16時
14時〜16時

10月23日㈫

18時〜20時
14時〜16時

10月24日㈬

18時〜20時

ところ
東明生活館
落合生活館
日東福祉会館
市民会館
峰延福祉会館
西美唄福祉会館
中村福祉会館
南美唄福祉会館
有為東親和会館
東４条福祉会館
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申請は印鑑を持参の上、市役所１階④
窓口へ（代理申請可）

高齢福祉課か
から
ら の お知らせ
お知ら せ
申請・問合せ

※市役所へ出向くのが困難な方は、書類を
郵送しますので連絡してください。

高齢福祉課高齢福祉係☎６２〜３１５６へ

間口除雪・福祉灯油 の臨時申請受付を

10月２日㈫ ９時〜正午

次の通り行います。

南美唄福祉会館

10月３日㈬〜
31日㈬ま で

間口除雪サービス の 申請 を受け付けます

市道除雪路線（歩道除雪路線を除く）に除雪車が通った後、間口の残雪処理を行う除雪サービスの受け付け
を開始します。

対象世帯…一戸建て住宅にお住まいで、自力で除雪
作業が困難な次の世帯

費用負担…冬期間１シーズンの負担額

①70歳以上の方（昭和24年４月１日以前に生まれた
方）のみで構成されている世帯

②前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方のみで構成されている市民税非
課税世帯…１万円

②身体障害者手帳１級または２級の方のみで構成さ
れている世帯
③①および②で構成されている世帯

10月３日㈬〜
12月12日㈬ま で

①生活保護世帯…無料

③②以外の市民税非課税世帯…１万2,000円
④市民税課税世帯…２万4,000円

福祉灯油 の 支給申請 を受け付けます

在宅の高齢者・障がい者・ひとり親世帯を対象に、冬期間の暖房に使用する灯油の一部を支
給する福祉灯油事業を、美唄市共同募金委員会（歳末たすけあい募金）の協力を得て、美唄市
社会福祉協議会と美唄市の協働により実施します。

支給内容

１世帯当たり4,200円相当の福祉灯油券を郵送します
（平成31年１月18日㈮まで利用できます）

対象世帯 今年の10月１日現在の住民基本台帳登録世帯で、次の要件
①②の両方に該当する世帯
①世帯要件

ア〜ウのいずれかに該当する世帯

ア．70歳以上の方（昭和24年４月１日以前に生まれた方）のみで構
成されている世帯
イ．身体障害者手帳１級または２級、精神障害者保健福祉手帳１級、
療育手帳Ａ判定のいずれかをお持ちの方がいる世帯（申請時に手
帳を持参してください）
ウ．19歳未満の児童（平成12年４月２日以降に生まれた方）のみと
同居しているひとり親世帯（児童扶養手当証書をお持ちの方は申
請時に持参してください）
②所得要件 平成30年度の市民税が非課税で、
平成29年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が85万円以下の方のみで構成されている
世帯。かつ、２人以上の世帯にあっては、す
べての世帯員の平成29年の合計所得金額と課
税年金収入額の合計を合算した額が、右表に
定める額以下である世帯

7
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世帯員数
２人
３人
４人
５人
６人

合算額
126万円
160万円
182万円
203万円
229万円

※遺族年金・障害年金は課
税年金収入額には含まれな
いため、これらの年金が主
な収入であれば、福祉灯油
の支給対象となる場合があ
ります。
次の世帯は、左記の要
件①②の両方に該当し
ても支給対象となりま
せん。
①生活保護世帯
②対象者が社会福祉施
設への入所、医療機関
への入院などにより、
今年の10月１日㈪〜平
成31年１月18日㈮まで
不在または不在となる
見込みの世帯
③住民基本台帳などで
は別世帯であっても、
支給の対象とならない
方が同居している世帯

