情報ボックス

▼

２月19日㈭

受付時間：13時30分 ~16時00分

病 院 名
三石国保病院
町立静内病院
三石国保病院
町立静内病院

循環器内科は予約制です。

【問合せ】町立静内病院
☎42‐0181
町立三石国保病院 ☎33‐2231

【今月の納期】
・保育所負担金（２月分）
・町営住宅使用料（２月分）
・学校給食費負担金（２月分）
◎納期内に納入をお願いします。

９

13：00～15：30
役場三石庁舎
（三石本町 )

町長三石在庁日
広く町民の皆さんとの懇談や意見交換を行うため、町長
三石在庁日を設けていますが、２月の日程は次のとおりで
すので、来庁を希望される方は、事前に下記までお問い合
わせ下さい。
なお、件数によっては、時間を調整させていただく場合
があります。

と き ２月５日（木） 13時30分～15時00分
ところ 役場三石庁舎
【問合せ】三石庁舎総務企画課 ☎33‐2111

ピュアプラザおもちゃの病院

納付には便利な口座振替をおすすめします
口座振替の手続きは、
①銀行などの届出印
②口座番号のわかるもの（預金通帳など）
を持参し、役場及び町内各金融機関で行って下さい。
かんたん便利な口座振替をぜひご利用下さい。

おもちゃの病院は、壊れたおもちゃをただ捨てるのでは
なく、子どもたちの前で修理することで「物を大切にする心」
や「科学する心」を育むことを目的に開院しています。
と き ２月13・27日㈮ 10時00分～15時00分
ところ ピュアプラザ
対 象 人形やロボット、ぬいぐるみなど

【問合せ】静内庁舎税務課 ☎43‐2111( 内線168)
三石庁舎税務課 ☎33‐2111( 内線127)

おもちゃドクター募集中！見学自由です
【問合せ】ピュアプラザ ☎45‐0090

※原則無料ですが、交換部品などある場合は、
実費負担をお願いする場合があります。
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習科目は、防火管理の意
義と制度で、免除時間は
２日間とも 時 分～
時 分の甲種２時間です
が、受付は９時 分まで
に済ませて下さい。
申込期間
１月 日㈪～２月 日㈭
申込先／日高中部消防組合
消防本部警防課へ持参又
は郵送して下さい。
必要書類
①受講申込書
②写真
③一部免除を希望される方
は免状又は修了証の写し
受講定員／ 名（定員にな
り次第締め切ります）

確定申告が始まりました。
期日は３月16日までです。
必要な書類を早めに準備し、正しい申告をしましょう。

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

9：30～11：30
ＪＡみついし
（三石本桐 )

ところ／日高中部消防組合
消防署３階防災ホール
受講対象者
①消防法第８条に基づき防
火管理者を選任しなけれ
ばならない防火対象物の
関係者
②一般受講希望者
※甲種防火管理資格取得講
習会受講者のうち、消防
設備点検資格者及び自衛
消防業務講習受講者は、
講習を一部免除すること
ができますので、有資格
者で免除を希望される方
は申込書記入欄に記入
し、免状又は修了証の写
しを添付して下さい。
免除することができる講

２月の税務日程

̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ
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▼

定期相談２月
相談は無料です

▼

２月５日㈭

担 当 医
循環器内科・小松院長
小 児 科・三浦院長
循環器内科・小松院長
小 児 科・三浦院長

10

（内線１２８・１２９）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

日

27

防火管理資格取得講習会

月

２月５日（木）

27

と き
毅甲種
２月 日㈬～ 日㈭
（２日間）
時 分～ 時 分
（両日とも）
毅乙種
２月 日㈬（１日間）
時 分～ 時 分
※どちらとも９時 分まで
に受付をして下さい。

▼

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

28

小型電子機器の回収

ݰ٬ࢨ

27

４月１日より希少金属等
の再資源化を推進するた
め、小型電子機器の無料回
収を行っていましたが、平
成 年２月 日をもって
「ブラウン管型パソコンモ
ニター」の回収を終了しま
すので、処分を検討されて
いる方は、お早めに持参い
ただきますようお願いしま
す。なお、この回収は、一
般家庭から排出されるもの
に限られていますのでご注
意下さい。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１

問合せ
日高中部消防組合消防本
部警防課
☎４５‐０１６０
日高中部消防組合消防署
☎４５‐００５０
日高中部消防組合三石支署
☎３３‐２２２４

२
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入札参加資格審査申請

ඤ౷ߊ

毅平 成 ・ 年 度 林 産 物
（立木等）売払
と き
１月 日㈪～２月６日㈮
（持参受付のみ）
ところ
静内庁舎２階水産林務課
その他／詳 し く は 町 公 式
ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせ下
さい。
問合せ
静内庁舎水産林務課
☎４３‐２１１１
（内線２５４）

雪捨場について、静内地区は静内川右岸の国道235号線
静内橋より下流に、三石地区は三石川右岸の国道235号線
沿いに確保しましたのでご利用下さい。

受講費用／テキスト代とし
て３，６５０円（受講当
日、現金で釣り銭がない
ように支払い願います）
※テキストは事前購入のた
め、講習会を欠席された
場合でもテキスト代は納
入していただきます。
その他／一度受け付けした
受講申込書等は一切お返
しいたしません。
消防庁舎前の駐車場が狭
いので、車で来られる方
は庁舎裏側（こうせい児
童館横）の公共駐車場を
ご利用願います。

雪捨場のお知らせ

▼

▼

情報ボックス

行政相談
と き ５日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
年金相談（予約制）
と き 26日㈭ 9時00分～16時00分
ところ 静内庁舎３階第２会議室
予約先 ☎0144‐56‐9001
人権（子ども含）・困りごと相談
と き 25日㈬ 10時00分～15時00分
ところ 社会福祉会館（社会福祉協議会）
法律相談（予約制）
と き ２日㈪、４日㈬、９日㈪、16日㈪
18日㈬、23日㈪、25日㈬
13時30分～16時30分
ところ ひだか弁護士相談センター
（御幸通りピュア斜め向い）
予約先 ☎42‐8373
（平日10時00分～16時00分）
手話相談
と き 25日㈬ 10時30分～12時00分
※手話講習 13時00分～15時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
人権・困りごと相談
と き 月・火・木・金曜日 10時00分～16時00分
ところ 札幌法務局日高支局
消費生活相談（悪質商法被害など）
と き 月～金曜日 9時00分～17時00分
ところ 静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課
心配ごと・困りごと相談（さわやか相談）
と き 月～金曜日 10時00分～15時00分
ところ 社会福祉会館（社会福祉協議会）
乳幼児子育て相談
と き 月～金曜日 9時00分～15時00分
ところ 児童養育相談センター

８
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▼
▼

特別養護老人ホーム蓬莱荘備品購入資金として

▼

特別養護老人ホーム静寿園へ

布類／渡邊 巧（静内末広町）、福岡順子（静内田原）
箱ティッシュ／静内新生キリスト教会（牧師 佐藤信彦）
洗濯洗剤など／外山勝昭（静内古川町）

▼

次の方々から温かいご厚志が寄せられました
（敬称略、順不同）

ふるさと応援寄付として

特別養護老人ホーム蓬莱荘へ

根昆布／中村義浩（三石越海町）
箱ティッシュ／静内新生キリスト教会（牧師 佐藤信彦）
ウエス／清水テル子（三石本桐）、竹内百合子（三石旭町）
飲料／小笠原扶幸（静内青柳町）

▼

札

対象となる方

清水テル子（三石本桐）

結

果

公

表

12月４日入札結果

（単位：千円）

入札工事・委託名
本町海岸線改良舗装工事
こうせい住宅線外改良舗装工事
豊畑川埋塞土除去修繕工事

ヒグマに注意

落札業者

落札価格 予定価格 落札率(%)
（消費税等は含まない） （消費税等は含まない）

真下建設㈱
㈱志賀建設
初度入札及び再度入札（１回目）が不
落札、１者を除き辞退のため入札中止
飯田工業㈱
㈱道南
丸建道路㈱札幌支店
新和測量㈱
日本上下水道設計㈱札幌事務所
㈱アトリエアク

33,285 34,140 97.50
10,300 10,680 96.44
－

毅音を出しながら歩きましょう
毅薄暗い時は山に入らないようにしましょう
毅ヒグマのフンや足あとを見つけたら、すぐ
に引きかえしましょう
毅ぜったいにゴミを捨てない！ゴミはすべて持ち帰りましょう
毅動物の死体を見つけたら、その場所からはなれましょう

【問合せ】日高振興局環境生活課 ☎0146‐22‐9254

11

－
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★ヒグマに出会わないことが一番★

★ゴミはヒグマを呼びよせます★

－

10,280 10,620 96.80
5,950 6,140 96.91
2,740 2,780 98.56
1,000 1,033 96.81
14,950 15,680 95.34
1,280 1,320 96.97

▼

▼

小学校トイレ改修工事
中学校トイレ改修工事
豊畑本線舗装改修工事
土地異動調査業務委託
歌笛地区汚水管渠実施設計業務委託
静内柏台団地公営住宅等建設実施設計業務委託

障害者総合支援法の対象疾病拡大

平成27年１月１日から障害者・障害児の障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業（障害児は、
障害児通所支援と障害児入所支援も含む）の対象となる疾病が130から151へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ちでなくても、必要
と認められた支援が受けられます。

高橋祥子（千葉県）、徳永正巳（神奈川県）、田辺保昭（埼玉県）、
森岡昭雄（群馬県）、佐藤明宏（兵庫県）、松本明子（東京都）、
匿名希望の方（３名）

入

広告

▲

善意に感謝いたします

▲

情報ボックス
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対象疾病に該当する方（以下変更となった対象疾患）
番号 平成25年４月１日～
番号
番号 平成25年４月１日～
番号
（旧） 平成26年12月31日まで （新） 平成27年１月１日以降
（旧） 平成26年12月31日まで （新） 平成27年１月１日以降
４ アミロイド症
４ アミロイドーシス
変更 77 大動脈炎症候群
91 高安動脈炎
変更
５ アレルギー性肉芽腫性血管炎 43 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 変更
80 多巣性運動ニューロパチー 140 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
／多巣性運動ニューロパチー 変更
６ ウェゲナー肉芽腫症
93 多発血管炎性肉芽腫症 変更
５ ウルリッヒ病
新規 81 多発筋炎
127 皮膚筋炎／多発性筋炎 変更
８ ＡＤＨ不適合分泌症候群 ７ ＡＤＨ分泌異常症
変更 82 多発性硬化症
94 多発性硬化症／視神経脊髄炎 変更
８ 遠位型ミオパチー
新規
97 チャージ症候群
新規
７ ＡＤＨ分泌異常症
変更
22 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 新規 85 中枢性尿崩症
99 腸管神経節細胞僅少症 新規
26 クリオピリン関連周期熱症候群 新規
27 劇症肝炎
削除 87 ＴＳＨ産生下垂体腺腫 101 ＴＳＨ分泌亢進症
変更
31 結節性多発動脈炎
変更
102 ＴＮＦ受容体関連周期性症候群 新規
29 結節性動脈周囲炎
39 顕微鏡的多発血管炎 変更
106 特発性基底核石灰化症 新規
42 好酸球性消化管疾患 新規 94 特発性大腿骨頭壊死
109 特発性大腿骨頭壊死症 変更
42 高プロラクチン血症
135 ＰＲＬ分泌亢進症
変更
118 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 新規
49 コステロ症候群
新規
126 非典型溶血性尿毒症症候群 新規
127 皮膚筋炎／多発性筋炎 変更
46 ゴナドトロピン分泌過剰症 52 ゴナドトロピン分泌亢進症 変更 110 皮膚筋炎
55 再発性多発軟骨炎
新規
132 封入体筋炎
新規
58 ＣＦＣ症候群
新規
133 ブラウ症候群
新規
136 ベスレムミオパチー 新規
60 自己貪食空胞性ミオパチー 新規
56 重症急性膵炎
削除
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
119 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 140 ／多巣性運動ニューロパチー 変更
65 シャルコー・マリー・トゥース病 新規
143 慢性特発性偽性腸閉塞症 新規
67 シュワルツ・ヤンペル症候群 新規
71 神経有棘赤血球症
変更
69 脊髄小脳変性症
81 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く）変更 126 有棘赤血球舞踏病
148 ライソゾーム病
変更
83 全身型若年性特発性関節炎 新規 128 リソソーム病
72 先端巨大症
79 成長ホルモン分泌亢進症 変更 129 リンパ管筋腫症
150 リンパ脈管筋腫症
変更
87 先天性筋無力症候群 新規
151 ルビンシュタイン・テイビ症候群 新規
88 先天性副腎低形成症 新規 130 レフェトフ症候群
45 甲状腺ホルモン不応症 変更
76 側頭動脈炎
21 巨細胞性動脈炎
変更
「劇症肝炎」「重症急性膵炎」については平成27年１月以降は対象外ですが、すでに障害福祉サービスの支給決定を受けて
いる方は引き続き利用可能です。
手続き
対象疾病にり患していることがわかる証明書（診断書など）を持参し、申請して下さい。障害支援区分の認定や支給決定な
どの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。

【問合せ（申請先）
】静内庁舎福祉課
☎ 43‐2111
三石庁舎町民福祉課 ☎ 33‐2111
広告
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（新ひだか町の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×100で算出）
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■

新ひだか町中学校

▲

北海道（公立）
全国（公立）
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【生徒質問紙調査】



➊学校の宿題を家庭でしている
➋テレビやビデオ、ＤＶＤの視聴




時間（２時間以上）
➌１日２時間以上ゲームをしている
※単位は％

【学校質問紙調査】
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■各教科の領域別に全国を100とした場合の全道及び新ひだか町の状況を
レーダーチャートで示したもの
（新ひだか町の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×100で算出）

■国語・算数の知識に関する「Ａ問題」と活用に関する「Ｂ問題」で実施
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【分析】

【教科全体の状況】
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新ひだか町内小学校の状況（学校数：６校、第６学年児童数：181人）









■保護者に対して生徒の家庭学習を促すような働きかけを


行った
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➋
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新ひだか町の学力向上策
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各学校の改善プランに基づいた主な取り組みを保護者などに情報提供するとともに連携を深める。

主な取り組み状況
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■学習規律の取り組み（授業開始前の机に教科書などの準備、開始前に着席など）

■１時間の授業の課題やねらいを明確にすること
１時間の学習内容～明確な課題提示【授業で何を学ぶか提示】
テンポのよい指導、ポイントのまとめ【基礎・基本の定着】
教科指導【基礎・基本の定着のため、応用などで内容を深める】
定着のための問題【繰り返し学習でわかる授業の確立】
■ノート指導の確立と家庭学習に結び付く取り組み
■放課後や夏休みなどを利用した補充的な学習サポートの実施（教師の主体性）
■新ひだか町特別支援教育支援員の配置
■標準学力テストの実施～平成27年度４月から小学２年生から中学３年生まで実施
小中の連携を図り、きめ細やかな指導などに活用

13

26







22
ることに同意しました。そ
してこの度、その結果につ
いて、地域のみなさんにも
お知らせいたします。
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26

家庭学習の習慣化が課題
北海道教育委員会が公表
する「全国学力・学習状況
調査」の結果では、新ひだ
か町の中学生よりも小学生
の方が︑全国や全道と比較
した平均正答率が低いこと
が明らかになりました︒
中学生の場合、高校受験
の明確な目標があり、家庭
学習の実施により一定の成
果が表れていることから、
家庭での繰り返し学習が重
要であると考えられます。
家庭学習の必要性を学
校・家庭・地域が共有し、
ご理解とご協力をいただき
ながら、児童生徒の学力向
上を図るとともに、生活の
習慣化の定着を進めてまい
ります。

90.0
ᩘᏛ䠞䠄ᅗᙧ䠅

26

19

全国学力・学習状況調査

■国語・数学の知識に関する「Ａ問題」と活用に関する「Ｂ問題」で実施

数学Ａ問題、知識に関すること 各学校においては、保
の「図形」では、全道・全国と 護者に対して生徒の家
の差が最も少なくなっているが、庭学習を促す働きかけ
国語Ｂ問題、活用に関すること
教科
を 行 っ た こ と に よ り、
の「書くこと」「読むこと」「伝
統的な言語文化と国語の特質に 家庭で授業の復習をす
関する事項」などの正答率が低 る生徒は増えている反
面、「１日のテレビの視
い状況となっている。
聴時間」が２時間以上
「学校の宿題を家庭でしている」





では、全体の８割以上の生徒が の生徒が全体の

64％以
行っていると回答しており、全 上、 ま た「 １ 日 の ゲ ー
生徒 道・全国と比べてもそれほど低 ムをする時間」が２時
い状況ではないが、「１日のテレ
質問紙 ビの視聴時間」と「１日のゲー 間以上の生徒は 50％以
ムをする時間」においては、２ 上を占めるなど、依然
時間以上の生徒の割合が全道・ として高い割合を示し
全国を上回る状況となっている。ている。
国語の家庭学習の課題について、
評価・指導した割合が全道・全 調査結果から、家庭学
学校 国を上回っているものの、数学

 習の習慣化や望ましい

質問紙 における同様の質問では、大幅
生活習慣の確立が求め
に下回る状況となっている。
られる。

平成 年度

【分析】

■各教科の領域別に全国を100とした場合の全道及び新ひだか町の状況を
レーダーチャートで示したもの

新ひだか町調査結果の公表

【教科全体の状況】

学力調査の実施と結果公表
平成 年度「全国学力・
学習状況調査（昨年４月
日実施）
」 が、 全 国 の 小 学
６年生と中学３年生を対象
に行われました。
学力調査の教科は、国語
と算数・数学で、それぞれ
の教科で知識に関する「Ａ
問題」と、活用に関する「Ｂ
問題」が出題されました。
また、併せて生活習慣や学
習環境等に関する質問紙調
査が実施されています。
この調査は、児童生徒の
学力や学習状況を把握・分
析し、教育施策の成果と課
題を改善することが目的
で、平成 年度から実施さ
れています。
国が定めた平成 年度の
実施要領では「教育委員会
や学校が保護者や地域住民
に対して、説明責任を果た
すことが重要である」と明
記 さ れ て い る こ と か ら、
「北海道版結果報告書」に
新ひだか町の結果を掲載す

新ひだか町内中学校の状況（学校数：４校、第３学年生徒数：207人）
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■

新ひだか町小学校

▲

北海道（公立）
全国（公立）
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【児童質問紙調査】
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■国語の指導として、児童に与えた家庭学習の課題に
ついて評価・指導した









➊





【学校質問紙調査】





※単位は％



➋



➊国語の勉強は大切
➋テレビやビデオ、ＤＶＤの視聴



時間（２時間以上）



➌１日２時間以上ゲームをしている

国語「伝統的な言語文化と国語 各学校においては、国
の特質に関する事項」や算数「数 語、算数の指導として、
と計算」「数量関係」などのＡ問 児童に与えた家庭学習
題、知識に関することでは、正 の課題を評価・指導し
教科 答率は高くなってきているもの たことにより、授業の
の、総体的にＢ問題、活用に関
大切さを考える児童が
することについては、引き続き
多くなってきている反
全道・全国との差が大きい状況
面、「１日のテレビの視
となっている。
聴時間」が２時間以上
「国語の勉強が大切」と回答した






児童の割合が全道・全国を上回っ の児童が全体の 71％以
上、また、
「１日のゲー
児童 ている反面、１日のテレビの視 ムをする時間」が２時
聴時間と１日のゲームをする時
質問紙 間において、２時間以上である 間以上の児童は 39％以
児童の割合が、全道・全国を大 上 と な り、 全 道・ 全 国
幅に上回る状況となっている。 を上回る状態が続いて
全ての学校において、児童に与 いる。
えた国語、算数の家庭学習の課


学校 
調査結果から、家庭学
題の評価・指導を行っているが、
これに対する教職員における共
習の習慣化や望ましい
質問紙
通理解の割合は、全道・全国に 生活習慣の確立が求め
比べて低い状況にある。
られる。
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12

月

日

受付時間

内

地

対象地区

区
会

場

～

１月26日㈪
１月30日㈮

静内・三石地区全域
（還付対象者のみ）

静内庁舎税務課窓口

２月６日㈮
10時00分～15時00分
17時00分～19時00分
10時00分～15時00分
２月10日㈫
17時00分～19時00分

２月９日㈪

２月12日㈭ 10時00分～12時00分
２月13日㈮ 10時00分～12時00分
10時00分～15時00分
10時00分～12時00分
２月17日㈫ 10時00分～12時00分
２月23日㈪ 10時00分～15時00分

２月16日㈪

２月24日㈫ 10時00分～15時00分
２月25日㈬ 10時00分～15時00分
２月26日㈭
２月27日㈮
３月２日㈪
３月３日㈫
３月４日㈬

10時00分～15時00分
10時00分～15時00分
10時00分～15時00分
10時00分～15時00分
10時00分～15時00分

３月５日㈭ 10時00分～15時00分

静内地区全域
静内地区全域
静内地区全域
静内地区全域
東別、三石西端
春立
御園、農屋
田原
東静内、浦和
川合、西川
豊畑
静内・三石地区全域
神森、目名、駒場、
真歌、花園、清水丘
御幸町、静内旭町、
海岸町、入船町
緑町、青柳町
高砂町、中野町
静内・三石地区全域
柏台、山手町
ときわ町、こうせい町、吉野町
末広町、木場町、
古川町、静内本町

ピュアプラザ多目的室
ピュアプラザ多目的室
ピュアプラザ多目的室
ピュアプラザ多目的室
東別生活センター
春立生活館
移動確定申告相談
御園生活館
田原生活館
※御園生活館と川合生活館での受付時
間が前年より短くなりましたのでご
東静内会館
注意下さい。
川合生活館
豊畑生活館

三
月

日

受付時間

対象地区

石

による申告が可能
ピュアプラザ多目的室 営業、不動産、農業、軽種馬、株式、
譲渡、相続、贈与等の所得がある方は、
対象地区に関係なく、この期間に申告
して下さい。

ピュアプラザ多目的室

確定申告相談

区
会

場

～
～

２月２日㈪
２月６日㈮

10時00分～12時00分
13時00分～17時00分

三石庁舎税務課窓口
三石地区全域

備
考
所得税還付申告相談
年末調整がお済みの方で、各種控除を
受けられることにより、所得税が還付
になる場合等
※各種控除
医療費控除、社会保険料控除（国民
健康保険税、国民年金等）、扶養控
除、住宅借入金等特別控除等
給与収入者、公的年金収入者申告相談
公的年金収入者申告相談
給与収入者、公的年金収入者申告相談
移動確定申告相談

～

２月９日㈪ 17時00分～19時00分
三石庁舎２階第１会議室
10時00分～15時00分
三石庁舎２階第１会議室
２月10日㈫
17時00分～19時00分
三石庁舎２階第１会議室
２月17日㈫ 10時00分～15時00分
鳧舞、本桐
本桐基幹集落センター
２月18日㈬ 10時00分～15時00分
美野和、歌笛
歌笛総合住民センター ※歌笛総合住民センター（２月19日）
２月19日㈭ 10時00分～12時00分
川上、稲見、清瀬
での受付時間が前年より短くなりま
２月20日㈮ 10時00分～15時00分 豊岡、富沢、蓬栄、福畑 延出基幹集落センター
したのでご注意下さい。
２月23日㈪
10時00分～15時00分 越海町、港町、三石本町、
三石旭町、西蓬莱、東蓬莱
２月25日㈬
三石庁舎２階第１会議室
確定申告相談
２月26日㈭ 10時00分～15時00分
三石地区全域
２月27日㈮ 10時00分～15時00分
この日程で申告ができなかった場合は、ピュアプラザ会場か浦河税務署で申告をして下さい。

15

３月16日
まで

公的年金収入の合計額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の方へ
この場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告（国税）は不要ですが、各種控除（配偶者控除、扶養控除、障害者控除、
社会保険料控除【国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等を納付した分】等）を受ける場合は、住民税の申告
が必要です。控除の申告漏れがある場合、本来、納付の必要がない住民税が課税される場合がありますので、ご注意願います。
なお、住民税の申告が必要がどうかは各々の状況によって異なりますが、控除の申告漏れにより住民税が多く課税される可
能性のある方は、下記の金額を超えている方です。
毅昭和25年１月１日以前に生まれた方・・・公的年金収入の合計額が148万円
毅昭和25年１月２日以後に生まれた方・・・公的年金収入の合計額が98万円
また、公的年金以外の所得がある場合、所得金額が20万円以下であっても住民税の申告が必要となります。

収入が０円の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方で、
「国民健康保険」や「後期高齢者医
療保険」に加入している方へ
確定申告（国税）は不要ですが、保険税（料）の算定などのために、住民税の申告が必要です。その際持参していただくも
のは、
「①印鑑、②障害者手帳や療育手帳」です。
申告がない場合、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置が適用されない場合があります。

申告に必要なもの
毅印鑑（シャチハタ以外のもの）
毅年間の収入や経費が分かるもの
①給与所得者、年金受給者・・・給与所得の源泉徴収票（原本）、公的年金等の源泉徴収票（原本）
②営業、不動産等所得者・・・・帳簿書類等
③上記以外の所得がある方・・・その収入や経費が分かる証明書等
毅各種控除を受ける方
①社会保険料控除、生命・地震保険料控除、医療費控除・・・支払額が分かる証明書又は領収書
②住宅借入金等特別控除・・・借入金年末残高等証明書、家屋登記簿謄本、請負・売買契約書、本人の住民票等
③配偶者特別控除・・・・・・配偶者の源泉徴収票等
④障害者控除・・・・・・・・障害者手帳、療育手帳
毅所得税が還付になる場合・・・本人名義の口座番号が分かるもの（通帳等）
毅前年に申告をしている方・・・前年の申告書控え

営業、不動産、農業、軽種馬、譲渡、株式、相続、贈与等の所得がある方へ
地

１月26日㈪
１月30日㈮

今年も「所得税及び復興特別所得税」の確定申告相談、「住民税（町民税・道民税）」の申
告相談を行っております。この申告は、１年間（１月１日から12月31日まで）の所得を算出し、
税額を計算するものです。申告をしなかったり遅れたりすると、行政サービスを受ける際に
不利益が生じる場合がありますので、必要な書類を早めに準備し、正しい申告をしましょう。
なお、詳しい日程につきましては、「申告相談日程」をご覧下さい。

「浦河税務署」

～

３月６日㈮ 10時00分～15時00分
静内・三石地区全域
３月９日㈪
10時00分～15時00分 ※対象の日に来られない方
３月13日㈮
※３月16日は午前中のみ
３月16日㈪ 10時00分～12時00分

年末調整がお済みの方で、各種控除を
受けられることにより、所得税が還付
になる場合等
※各種控除
医療費控除、社会保険料控除（国民
健康保険税、国民年金等）、扶養控
除、住宅借入金等特別控除等
公的年金収入者申告相談
給与収入者、公的年金収入者申告相談
公的年金収入者申告相談
給与収入者、公的年金収入者申告相談

～

２月２日㈪

10時00分～12時00分
13時00分～17時00分

備
考
所得税還付申告相談

確定申告が始まりました

▼

静

▼

申告相談日程

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

これらの所得がある方は、直接浦河税務署で申告をするか、浦河税務署による申告が可能な２月23日㈪～27日㈮の期間にピュ
アプラザへお越し下さい。

消費税の確定申告をされる方へ
消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告の相談及び申告書の受け付けは３月31日㈫までです。
消費税の確定申告をされる方は、直接浦河税務署で申告をするか、浦河税務署による申告が可能な２月23日㈪～27日㈮の
期間にピュアプラザへお越し下さい。

医療費控除を受けられる方へ
医療費控除を受ける方については、会場の混雑軽減のため、できるだけ事前に領収書の整理をしていただきますよう、ご協
力をお願いいたします。整理の方法は、領収書を病院や薬局ごとにまとめ、それぞれの合計金額を任意の用紙にご記入下さい。

ご注意下さい
毅申告会場は混雑が予想されます。状況によっては長時間お待ちいただく場合もございますので、ご了承下さい。特に休日明
け、最終日は例年大変混雑する傾向にあります。
毅２月９日㈪～３月16日㈪の申告期間中は、各申告会場に税務課職員が出向いているため、役場税務課窓口での申告相談は
受け付けておりませんのでご注意下さい。
毅申告日の指定案内が届いている方は、指定日時にお越し下さい。
毅会場では、申告書をご自身で作成し提出できるように、相談担当者が記載方法などをアドバイスしますので、希望される方
はお申し出下さい。また、使い慣れた計算器具や筆記用具をご持参下さい。
毅３月16日㈪までに申告が困難な場合は、静内庁舎税務課までご連絡下さい。
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奮。 ほ か に も 種 牡 馬 を 見 に
行ったり、乗馬をしたり、町

新ひだか町での生活に慣れ

は、娘にのびのびとした生活

体験に本桐住宅を選んだ理由

私たちが、ちょっと暮らし

子育て中であっても、老後

ん親切にしていただきました。

方々とも仲良くなり、たいへ

移動販売を利用して近所の

小さい子どもの受け入れは
り何かをしたりという毎日で

く、時間ができれば出かけた

52,080
改定後

238.26

3,810

45,720

285.66

4,570

54,840

増額分

9.63

190

2,280

11.55

230

2,760

税務署からのお知らせ
外ではえりも岬にも行きまし
た。
長距離移動になるので、行
くのを躊躇していたのです
が、思い切って帯広にも行き
ました。おいしいものをたく
さん食べ、初めて見たばんえ
い競馬には、家族そろって大

人になってから初めての旅行
てきた後半には、近所の本桐

興奮しました。

で、 当 時 １ 歳 ３ か 月 の 娘 に
子育て支援センターでも遊ば

今回の移住体験は、家族３

とっては初めての経験ばかり

を体験させてあげたかったこ
であっても移住しても困らな

せていただきました。

とと、馬好きの妻の影響で馬
いということを実感しました。

でした。

が大好き娘に、馬の居る風景
小さい子どもがいるので、

初めてとのことで不便なこと
したが、ゆっくりと住宅で過

4,340

毅確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページの確
定申告書等作成コーナー
で、所得税及び復興特別所
得税の申告書などを作成
し、印刷して郵送等により
提出することができます。
確定申告書の作成には確
定申告書等作成コーナーを
ぜひ、ご利用下さい。
なお、確定申告書等作成
コーナーは１月から利用す
ることができます。

を見せてあげたかったからで

も多少ありましたが、着いた
ごし、地域交流ができたのは

どこかに行くという計画はな

その日から普段どおりに生活
よかったと思います。

す。

できたのが何よりありがた
すが、新ひだか町にいつか住

自宅に戻り数か月がたちま

体験住宅での生活はという
んでみたいという思いで毎日

かったです。
と、朝はゆっくり起きて近所
を過ごしています。

274.11

問合せ
町学校給食センター
☎４２‐０１６１

鳥インフルエンザ
国内数か所で既に鳥イン
フルエンザが発生していま
す。通常では直接、人には
感染しないものと考えられ
ていることから、日常生活

では過度の心配は必要あり
ませんが、皆様の健康を守
るため、次のことに注意し
て下さい。
毅野鳥には直接、触れない
ようにしましょう。
毅野鳥を観察するときは、
離れて観察しましょう。
毅鳥のフンや羽根などに触
れた場合は、手洗いとう
がいをしましょう。
毅鳥のフンや羽根を踏んだ
場合は、念のため靴底を
消毒しましょう。
毅白鳥やカモ類等が死んで
い る 場 合 は、 通 報 し ま
しょう。
問合せ
日高振興局環境生活課
☎０１４６‐２２‐９２５４
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２８）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

を散歩し、娘は馬を見て大興

43,440

ることにいたしました。
改定額は次のとおりとな
りますので、ご理解をお願
いいたします。
改定額

3,620

49

壮さん、良枝さん、凪穂ちゃん

228.63

毅復興特別所得税について
平成 年から平成 年ま
での各年分については、復
興特別所得税を所得税と併
せて申告・納付することと
されています。
復興特別所得税は、基準
所得税額（所得税額から税
額控除を差し引いた後の所
得税額）に２．１％の税率
を 乗 じ て 計 算 し ま す。 ま
た、平成 年１月１日から
平成 年 月 日までの間
に生ずる所得については、
源泉所得税の徴収の際に復
興特別所得税が併せて徴収
されています。

取った請求書・領収書等の
書類を保存することとなっ
ています。
問合せ
浦河税務署
☎０１４６‐２２‐４１３１
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

年額
１食

第３次対空実射訓練
と き
２月 日㈯～４月 日㈬
８時 分～ 時 分
ところ／陸上自衛隊静内対
空射撃場

学校給食費の改定
平成 年４月に消費税が
５％から８％になりました
が、給食費には増税分を加
算せずに、各種食材等を工
夫しながら対応してきまし
た。
しかし、各種原材料の値
上がりで児童生徒のカロ
リー等の基準を維持するこ
とが難しくなっていること
や、給食提供日数を１９０
日から１９２日に増やすこ
とになったため、平成 年
４月から、給食費を改定す

中学校
小学校

31

杉本

行
現

15

月額
年額
月額
１食

30

12 25

毅記帳・帳簿書類の保存制度
平成 年１月から、個人
で事業（営業等・農業）や
不動産貸付などを行う全て
の方は、記帳と帳簿書類の
保存が必要となりました。
対象となる方は、個人の
白 色 申 告 者 の う ち、 事 業
（営業等・農業）所得、不
動産所得又は山林所得を生
ずべき業務を行う全ての方
です（所得税及び復興特別
所得税の申告の必要がない
方も対象となります）
。
記帳する内容は、売り上
げなどの収入金額、仕入れ
や経費に関する事項につい
て、取引年月日、売上先・
仕入先そのほかの相手方の
名称、金額、日々の売り上
げ・仕入れ・経費の金額な
どを帳簿に記載することに
なっています。
記帳にあたっては、一つ
一つの取り引きごとではな
く、日々の合計金額をまと
めて記載するなど、簡易な
方法で記載してもよいこと
になっています。
帳簿書類の保存は、収入
金額や必要経費を記載した
帳 簿 の ほ か、 取 り 引 き に
伴って作成した帳簿や受け
27

17

49

16
17

（単位：円）

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した茨城県の
杉本さんから体験記が届きましたので、紹介します。
杉本さんは昨年９月10日から９月19日までの期間、三石本
桐にある体験住宅を利用し、新ひだか町暮らしを体験しました。

第７回

ちょっと暮らし体験記

新ひだか町暮らしの感想を伺いました
00 21

26

25

26

広告
広告

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

26

49

19

▼

健康づくり商品券

15

象 新ひだか町に住民票がある方
容 予防接種と町実施のがん検診等で自己負担した金額を、健康
づくり商品券で還元します。
毅対象項目 ①予防接種 インフルエンザ、水痘、おたふく、肺炎球菌、緊急風しん
②町実施のがん検診等
胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肝炎ウイルス
③出産準備支援金
※町実施の検診以外は対象となりません。
※緊急風しん及び出産準備支援金については、静内保健福祉
センターか三石保健センターへお問い合わせ下さい。
毅手 続 き 次のものを持参し、商工労働観光課（静内庁舎２階）又は、
総務企画課（三石庁舎１階）で申請して下さい。
①医療機関等が発行する領収書と明細書
②対象者の住所が確認できるもの
③印鑑（スタンプ式不可）
※同居のご家族以外の方は、委任状が必要です。
毅そ の 他 ①それぞれの金額に５００円未満の端数がある場合は切り捨
てられます。
②受診日から６か月以内に申請して下さい。
③取扱店についても受取日から６か月以内に換金申請して下さい。
毅問 合 せ 静内庁舎商工労働観光課 ☎43‐2111
静内保健福祉センター ☎42‐1287
三石保健センター ☎33‐2233
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20

00

▼
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平成27年度

募集職種

人数

▽

▽

▽

新ひだか町職員募集

勤務時間

応募資格

必要書類（各１通）

看護師又は准看護師
【町立静内病院】
各１名
（正職員・臨時職員・
高校卒業以上の学歴を有する又は高校卒 ・履歴書（自筆、上半身写真貼付）
パートタイム職員）
日勤・夜勤 業程度認定試験合格者で、看護師免許又は ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
准看護師免許を有する通勤可能な方
・資格を証する書類
看護師又は准看護師
【三石国保病院】
（正職員）

１名

高校卒業以上の学歴を有する又は高校卒
看護助手
早番、日勤、
・履歴書（自筆、上半身写真貼付）
【町立静内病院・三石国保病院】 各１名
業程度認定試験合格者で、夜間勤務が可能
遅番、夜勤
・最終学歴の卒業証明書（見込含）
（臨時職員）
な通勤できる方
毅採用予定年月日 平成27年４月１日（予定）
毅応募締切 ２月20日㈮
〒056‐0004 新ひだか町静内緑町４丁目５番１号
毅応募先（問合せ）町立静内病院
町立三石国民健康保険病院 〒059‐3108 新ひだか町三石本町214番地

募集職種

人数

任用期間

勤務時間

☎42‐0181
☎33‐2231

必要書類（各１通）

静内川右岸緑地公園パー
月、火、木、金、土曜日又は月、水、木、
・履歴書（自筆、上半身写真貼付）
クゴルフ場等整備業務 １名 ６～８か月 金、日曜日の１週交代制
・運転免許証の写し
（臨時職員）
８時00分～16時45分
静内体育館夜間及び
休日管理業務
（パートタイム職員）

１名

火～金曜日
土曜日
日曜日及び祝日

静内体育館等清掃及び
管理業務
（パートタイム職員）

１名

火、水、金曜日 ７時00分～11時00分
木曜日
８時00分～17時00分
土曜日（隔週） ９時00分～15時00分
日曜日（隔週） ８時00分～13時00分
日曜日（３週に一度）９時00分～12時00分

山手体育館清掃及び
管理業務
（パートタイム職員）

１名

▽

毅対
毅内

▽

積雪時の運転は経験がものをいいますが、
冬の道路は「滑るもの」と心得て「速度は
ひかえめ」にし、積雪・凍結時には急のつ
く運転をさけることが交通事故防止の決め
手です。
毅積雪・凍結日は、普段よりも早めに行動
し、余裕を持った運転を心がけましょう。
毅運転時の視界を妨げ事故につながる場合
もありますので、車体に積もった雪は運
転前に確実に落としましょう。
毅歩行者や自転車の側方を通過するとき
は、突然滑って転倒することも考えられ
ますので、速度を落として安全な間隔を
とりましょう。
毅橋の上や日陰部分は特に滑りやすくなっ
ているので、注意が必要です。
毅車が停止する距離は乾燥した路面に比べ
て３倍以上になります。車間距離も３倍
以上とることが大切です。
毅進路変更などの合図は、普段より早く行
いましょう。
毅わだちの所では、速度を落としてわだち
に沿って走るのが安全です。

25

▼

▲

交通事故防止

▲

51

特定公共賃貸住宅入居者

入居資格
毅月額収入基準が 万８千
円以上の方
毅町税を滞納していない方
毅暴力団関係者でない方
募集住宅／三石旭町Ａ団地
（三石旭町 ‐ ）
募集戸数／１戸
間取り／１ＬＤＫ ．２㎡
月額家賃／３５，０００円
～５５，０００円（所得
に応じて変動します）
選考方法／入居希望者が多
数の場合は、抽選により
入居者を決定します。
入居日
２月中旬～下旬（予定）
申込期間
１月 日㈫～２月２日㈪
（土・日・祝日を除く）
必要書類／前年の所得が確
認できるもの・町税の完
納証明書
申込み（問合せ）
三石庁舎建設課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）
27

入札参加者

１

27

▼

60

高齢者共同生活施設
やまびこ入居者

募集部屋数／１室（１人用）
対象者／ 歳以上で、一人
で生活することへの不安
や自炊ができないなどの
身体的機能の低下が認め
られる方で、町税等を滞
納していない方
施設概要／全個室で、キッ
チン、電磁調理器、トイ
レなど備え付けで浴室、
洗濯室は共用
食 事／食堂で朝、昼、夕
の３食を提供します。
利用料金／月額４５，００
０円～５５，０００円
※ 月～３月は暖房料２，
５００円が加算されます。
※料金は、前年度の収入状
況などで変わりますの
で、詳しくはお問い合わ
せ下さい。
申込期間／ 月 日㈪～２
月 日㈮まで（申込多数
の場合には抽選する場合
もあります）
申込み（問合せ）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１５）
11

13

町学校給食センターで
は、平成 年度及び 年度
における学校給食用物資納
入等の入札参加資格審査申
請書を次のとおり受け付け
ます。
なお、これに伴う説明会
を２月６日㈮ 時 分より
同センターで行います。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
受付期間
２月９日㈪～ 日㈮
（土・日・祝日を除く）
提出書類
①物資納入等入札参加資格
審査申請書
②物資納入等入札参加資格
申請書付票
③誓約書
④営業登録票写し
⑤食品衛生監視票
⑥納 税 証 明 書 写 し（ 法 人
税、消費税及び地方消費
税、事業税、法人市町村
民税）
⑦食中毒賠償保険、食中毒
休業補償保険、生産物賠
償責任保険のいずれかの

新ひだか町農業振興対策協議会では、町内の農業後継者と異性の間を取り持
ち、結婚へ向けた支援活動をしていただける「婚活支援員」を募集しています。
募集期間 随時募集しています。
応募要件 新ひだか町内に住所を有する満20歳以上で活動目的を十分に理
解し、支援活動（無報酬）が可能な方
※めでたくご成婚となった場合には、婚活支援員に謝礼として１件10
万円、成婚されたご夫婦にお祝い金として１組10万円を贈呈します。
問 合 せ 静内庁舎農政課 ☎43‐2111
三石庁舎農政課 ☎33‐2111

保険証の写し（未加入で
もメーカー関連とした提
携業務を行っている場合
は明記すること）
※①②③については、同セ
ンターに用紙があります。
提出方法／持参又は郵送
（当日消印有効）
提出先（問合せ）
町学校給食センター
☎４２‐０１６１

農業後継者婚活支援員募集

▼

▼

情報ボックス

１年間

17時00分～21時00分
15時00分～21時00分
13時00分～17時00分

・履歴書（自筆、上半身写真貼付）

火、水、土曜日 ８時00分～17時00分
日曜日（３週に一度）９時00分～12時00分

毅採用予定年月日
毅応募締切
毅試験期日
毅試験内容
平成27年４月１日
２月10日㈫消印有効
別途通知する日
面接試験
毅応募先（問合せ）町教育委員会体育振興課 〒056‐0014 新ひだか町静内古川町１丁目１番３号 ☎42‐0048

募集職種

人数

業務内容

高齢者世帯等で、公共交通
移送サービス業務
機関を利用して通院すること
【三石地区】
若干名 が困難な方を自宅から病院ま
（パートタイム職員）
で送迎する業務及び介助、連
絡調整など

応募資格

必要書類（各１通）

普通自動車免許を（ＡＴ限定不 ・履歴書
可）を有する満65歳未満（平成27 （自筆、上半身写真貼付）
年４月１日現在）の方で、町内に ・運転免許証の写し
住所を有する健康な方（採用後、 ・転居確約書
町内に居住可能な方を含む）
（町外者のみ）

毅採用予定年月日
毅応募締切
毅試験期日
毅試験内容
平成27年４月１日
２月16日㈪必着
別途通知する日（２月下旬予定）
面接試験
毅応募先（問合せ）三石庁舎町民福祉課 〒059‐3195 新ひだか町三石本町212番地 ☎33‐2111（内線115・116）

18

情報ボックス

17

00

00

18

19

00

00

12

00

一般公募：18歳～33歳
技能公募：18歳～54歳

３月24日㈫まで

一般幹部候補生

25歳まで（大卒見込含）
大学院卒は27歳まで

５月１日㈮まで

【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所

☎44‐2855（直通）

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

☎43‐2111（内線222・228）

敷
校

地 17,334㎡（グラウンド含む）
舎 昭和30年築 木造平屋建739㎡

17

●旧春立小学校（静内春立349番地１）
体育館あり

敷
校

地 21,539㎡（グラウンド含む）
舎 昭和50年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,748㎡
体育館、教職員住宅１棟、学校物置１棟あり

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）

●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

敷
校

敷
校

地 30,570㎡（グラウンド含む）
舎 平成３年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,692㎡
体育館、教職員住宅５棟、学校物置２棟あり

地 14,783㎡（グラウンド含む）
舎 平成４年築 鉄筋コンクリート造２階建 972㎡
体育館、学校物置２棟あり

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）

●旧川上小学校（三石川上133番地）

敷
校

敷
校

地 8,461.88㎡（グラウンドなし）
舎 昭和63年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,934㎡
体育館、学校物置１棟あり

地 12,792㎡（グラウンド含む）
舎 平成９年築 鉄筋コンクリート造２階建 853㎡
体育館、学校物置１棟あり

▼

申込方法／２月９日㈪ 時
分までに町静内体育館
又は三石スポーツセン
ターに選手名簿を提出し
て下さい。
その他
毅組み合わせ抽選は、主催
者で厳正に行います。
毅スポーツ傷害保険は大会
当日のみ主催者で加入し
ますが、練習の対応とし
て、スポーツ安全保険へ
の加入をお勧めします。
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８

～たくさんの元気をありがとう！～
と き ２月21日㈯ 開場12時30分 開演13時00分
ところ 町福祉センター
出 演 ・安平町の障がい者支援施設 富門華会
・全盲のメンバーのバンド スマイル４Ｂｅａｔ
・三石中学校吹奏楽部
その他 送迎バスを運行します。
問合せ 新ひだか町福祉センター閉館記念さよならコンサー
ト実行委員会（町福祉センター内）

予備自衛官補

町有地先着順売払いを実施します

00

拾い、人間ばんば、宝探
しなど
参加料／無料
申込期限／２月２日㈪
その他／そりをお持ちの方
は持参願います。
事務局で温かい飲み物や
昼食（ジンギスカン等）
を用意します（おにぎり
等は、ご持参下さい）
駐車スペースに限りがあ
るため、乗り合わせのご
協力をお願いします。
申込み（問合せ）
／新ひだか
町子ども会育成連絡協議
会事務局（町公民館内）
☎４２‐００７５

新ひだか町福祉センター閉館記念

第４期健康づくり教室

21

２月20日㈮まで

●旧川合小学校（静内川合108番地）

26 20

12

18歳～26歳まで

【問合せ】静内庁舎企画課

00

さよならコンサート

☎33‐2111（内線308）

17

自衛官候補生

採用試験及び合格発表
２月21日㈯
合格発表は試験日にお知らせします
４月10日～14日のいずれか１日
第１次合格発表：５月15日㈮
第１次試験：５月16日㈯
飛行要員は、17日に筆記適正検査
第１次合格発表：６月５日㈮

町では、統廃合により閉校となった小学校の校舎等を売却し、民間活力の導入により地域の活性化につながる事業に活
用していただきたいと考えており、希望される事業者からの応募をお待ちしています。
応募資格や必要書類、参考価格などの詳細については、静内庁舎企画課窓口で「提案募集要項」を配布していますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。また、町公式ホームページでもご覧いただけます
なお、事業内容によっては、企業立地促進制度に基づく支援措置（町税の課税免除、奨励金の交付、改修等に対する助
成金の交付など）を受けることができますので、是非ご検討下さい。

19 24 18

第８回雪んこまつり

町子ども会育成連絡協議
会では、次のとおり「雪ん
こまつり」を開催します。
と き／２月８日㈰
８時 分（集合）
ところ／道 道 平 取 静 内 線
「聖心台牧場入口」向か
い側の採草地
※雪不足の場合は、桜丘小
学校体育館で運動会
対象者／町内にお住まいの
幼児から中学生までの児
童・生徒とその保護者
容／そり遊びやみかん

内

45

00

と き／２月 日㈭、
日㈬、 日㈮、
日㈫、 日㈭
時 分～ 時 分
ところ／山手体育館
対 象／町内にお住まいの
成人の方
内 容／スポンジテニス、
ストレッチ体操など
参加料／無料
申込み／２月 日㈭まで
（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８

15

第９回ソフトバレー
フェスタ

と き／２月 日㈰
９時 分（開会式）
ところ
三石スポーツセンター
対 象／町内にお住まいの
小学生以上の方
種 目
小学生の部（男女フリー）
混成の部（中学生以上で
コート内に女性２名以上
がプレー）
参加料／無料
00

00

受付期限

▼

32

21

30

16

14

町民乗馬教室

と き
火曜日～金曜日
時 分～ 時 分
土曜日～日曜日
時 分～ 時 分
（騎乗時間 分間）
初心者コース
対象者／町内にお住まい又
はお勤めの 歳以上の乗
馬初心者
参加料／１回９７０円＋
用具代（持参者不要）
定 員／１か月間 名以内
（同一の方は月３回以内）
経験者コース
対象者／町内にお住まい又
はお勤めの 歳以上の乗
馬経験者（軽速歩ができ
る方以上）
参加料／１回６４０円＋
用具代（持参者不要）
定 員／１か月間 名以内
（同一の方は月４回以内）
ところ／各 教 室 と も ラ イ
ディングヒルズ静内
申込み（問合せ）
ライディングヒルズ静内
☎４２‐１１３１
16

10

応募資格

▼

17

募集コース

▼

00

自衛官募集案内

▼

18

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

40

14

町民子ども乗馬教室

と き
火曜日～金曜日
時 分～ 時 分
土曜日～日曜日
時 分～ 時 分
（騎乗時間 分間）
初心者コース
対象者／町内にお住まいの
原則５歳以上中学３年生
以下の児童・生徒で、乗
馬初心者（乗馬未経験者
から軽速歩練習中程度）
参加料／１回４８０円＋
用具代（持参者不要）
定 員／１か月間 名以内
（同一の方は月３回以内）
初級者コース
対象者／町内にお住まいの
原則５歳以上中学３年生
以下の児童・生徒で、乗
馬初級者（軽速歩ができ
る方以上）
参加料／１回３２０円＋
用具代（持参者不要）
定 員／１か月間 名以内
（同一の方は月４回以内）
30

10

▼

情報ボックス

１．申込書の配布
２．申込みの受付

３月31日㈫まで（土・日・祝日及び年末年始休暇を除く）９時00分～12時00分
３月31日㈫まで（土・日・祝日及び年末年始休暇を除く）９時00分～12時00分
持参のみ受付（郵送不可）。随時受付し、毎週金曜日に締め切ります。

13時00分～17時30分
13時00分～16時30分

３．対象物件
物件
番号

所在地番

種別

登記
地目

公簿面積
（㎡）

用途地域

建ぺい率 容積率
（％） （％）

売却価格
（円）

単価
（円／㎡）

１

静内中野町３丁目52番13

土地

宅地

343.89

指定なし

60

200

4,161,069

12,100

２

静内中野町３丁目52番19

土地

宅地

330.81

指定なし

60

200

4,002,801

12,100

３

静内山手町４丁目８番１

土地

宅地

333.70 第１種住居地域

60

200

6,140,080

18,400

４

静内山手町１丁目43番14外

土地

宅地

1,810.93 準工業地域

60

200

54,508,993

30,100

５

静内柏台49番

土地

宅地

第１種低層
2,054.71 住宅専用地域

40

60

27,944,056

13,600

物件
番号
６

所在地番
静内春立176番４

種別
土地

地目
種別
宅地

建物 ブロック

公簿面積
（㎡）
172.24

用途地域
指定なし

建ぺい率 容積率
（％） （％）
ー
ー

51.53

売却価格
単価
（円）
（円／㎡）
706,184
4,100
151,000

備考

備考

築45年

４．売払相手の決定 毎週金曜日に締め切り契約者を決定しますが、応募者が複数の場合には抽選とします。
５．その他 建物の価格については、消費税等相当額８％を別途加算します。

【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線232）
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