ていること
⑤新規高卒者を雇用した日
前６か月の間に、事業主
都合による離職者がいな
いこと
⑥町税を滞納していないこと
補助金額／ 万円（雇用し
た新規高卒者１人あたり）
その他／町公式ホームペー
ジから申請書等の様式を
ダウンロードすることが
できます。
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９２）

※三石和牛有機堆肥は、次
の場所でも取り扱いして
おります。
みついし農協資材店舗
８時 分～ 時 分
日曜日は定休日
☎３４‐２０１７
しずない農協資材センター
８時 分～ 時 分
土曜日は 時 分まで
日・祝日は定休日
☎４６‐２３１１
問合せ
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
（内線２５１）
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
（内線１５６）
17
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00

00

三石和牛有機堆肥
休日販売
町では、三石和牛有機堆
肥の休日販売を行います。
家庭菜園やガーデニング
に最適な有機堆肥をぜひご
利用下さい。
と き／４月４日㈯～ 日
㈰までの土・日曜日
９時 分～ 時 分
ところ／静内庁舎車庫前
価 格／３００円
（１袋 ㎏・税込み）
適用作物／野菜・花卉・果
物・芝・植木等植物全般
使用方法／土７割と三石和
牛有機堆肥３割を目安に
して下さい。
00

▼

▼

補助対象／新規高卒者を卒
業した日の翌日から同年
９月 日までの間に正規
雇用し、引き続き６か月
間継続して雇用され、次
の要件を満たしている中
小企業
①町内に事務所、店舗又は
工場を有していること
②勤務する当該事業所が、
雇用保険適用事業所であ
ること
③風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法
律第２条に規定する営業
を行っていないこと
④雇用した新規高卒者が、
平成 年１月１日から引
き続き町内に住所を有し

家庭用ＬＥＤ照明器具等
購入費補助
町では、平成 年度も引
き続き家庭用ＬＥＤ照明器
具等の購入費用の補助を行
います。
この補助制度は、各世帯
１回のみで、平成 年度に
補助を受けられた世帯は平
成 年度に補助を受けるこ
とはできませんのでご注意
下さい。
詳しくは町公式ホーム
ページ又は静内庁舎生活環
境 課、 三 石 庁 舎 町 民 福 祉
課、登録業者で配布してい
ます案内文書をご確認下さ
い。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２８・１２９）

農地の賃貸料情報

12

人権（子ども含）・困りごと相談
と き ８日㈬、22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）

の賃貸料実績は次のとおり
です。
【三石地区】
田
最高額 １３，０００円
最低額 １０，０００円
平均額 １１，０００円
畑（採草畑等）
最高額
８，０００円
最低額
２，５００円
平均額
５，０００円
畑（普通畑）／実績なし
【静内地区】
田／実績なし
畑（採草畑等）
最高額 １０，０００円
最低額
２，０００円
平均額
７，０００円
畑（普通畑）／実績なし
※土地の状況等によって増
減されますので、賃借料
を決める場合は十分に検
討し、地域の農業委員に
も相談して下さい。
問合せ
農業委員会事務局
三石庁舎
☎３３‐２１１１
（内線１５３）
静内庁舎
☎４３‐２１１１
（内線３５１・３５２）

00

12
13

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
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

26

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）
30

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 ４月10・24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

※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。

【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)

ピュアプラザおもちゃの病院

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。

00

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
納付には便利な口座振替をおすすめします

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
◎納期内に納入をお願いします。

30

定期相談４月
これまで農地の賃貸料の
目安に利用されていた「標
準小作料」が廃止されたた
め、地域の実勢賃貸料を情
報提供しています。
平成 年に締結（公告）
された農地 アール当たり

・町営住宅使用料（４月分）

と き ４月２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

・学校給食費負担金（４月分）

12

・保育所負担金（４月分）

27

手話相談
と き ８日㈬、22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

町長三石在庁日

年金相談（予約制）
と き 23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
※音声メッセージが流れましたら、
プッシュ番号「２」を押して下さい。
26

10

【今月の納期】

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、４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。

30

法律相談（予約制）
と き １日㈬、６日㈪、８日㈬、13日㈪、
15日㈬、20日㈪、22日㈬、27日㈪
13時30分～15時30分※時間が変更になりました
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）

４月の税務日程

行政相談
と き ２日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
10

10

相談は無料です
27

新規高卒者
雇用促進助成金

31

町内の新規高卒者の雇用
の拡大と地元への定着を促
進 す る た め、 新 規 高 卒 者
（平成 年度に卒業した
者）を正規雇用した事業者
（中小企業基本法第２条に
規定する中小企業）に対
し、雇用に要する経費の一
部として、次のとおり助成
金を交付します。
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。

80

交通災害共済

27

26

交通災害共済は、車両に
よる道路上での交通事故に
より、通院や入院で治療し
た場合に、治療日数に応じ
て３万円から 万円の見舞
金が支給されるものです。
１日以上の治療日数から
見舞金が支給され、交通事
故には、自転車等による自
損事故も含まれますので、
もしものためにご家族そ
ろって加入しましょう。
掛 金／１人年額５００円
（中途加入も同額）
共済期間／平成 年４月１
日～平成 年３月 日
対 象／町内に住民登録さ
れている方
加入方法／役場担当窓口で
お申し込み下さい。
※自治会で取りまとめをし
ている場合は、その担当
者にお申し込み下さい。
申込み（問合せ）
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２７・１３６）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）
28

27

26

情報ボックス
情報ボックス

～必ずご確認下さい～
①お子さんが、就学のため町外に転出している場合は、学の保険証を交付していますが、平成27年３月で卒業見込みとなっ
ている方には、今回保険証を郵送いたしません。学の保険証の更新を希望される場合は、合格通知書又は学生証の写しなど
平成27年４月以降も学生であることが証明できる書類を持参の上、役場窓口で手続きをお願いします。
②すでに会社の保険に加入していたり、学生であったお子さんが就職した場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要になりま
す。喪失の手続きをされないと、国保税がかかったままとなりますので、必ず手続きをお願いします。
【喪失手続きに必要なもの】
愚国保の保険証、勤務先の保険証（世帯全員分）又は健康保険加入証明書、印鑑
③会社を退職し、会社などの健康保険の資格を喪失された方は、国民健康保険に加入（取得）しなければなりませんので、必
要書類を持参の上、手続きをお願いします。
【加入手続きに必要なもの】
愚健康保険資格喪失証明書、印鑑
④75歳以上の方と一定の障がいのある方が加入する後期高齢者医療の保険証の有効期限は、平成27年７月31日までとなって
いますので、更新の必要はありません。
【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線125）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線118）

▼

結

２月13日入札結果

果

公

表

（単位：千円）

ピュア設備撤去工事

落札業者

㈱道南

予定価格（消費税等は含まない） 12,810
落札率（％）
広告

96.96

会社などを退職されたとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金加入の手続きが必要です。
また、退職された方に扶養されていた配偶者（20歳以上60歳未満）の方も同様に手続きが必要です。
※就業期間中、厚生年金に加入せず国民年金（１号被保険者）だった方は、加入する制度に変更はありませんので、手続き
は不要です。

毅手続きに必要なもの

不法投棄をした者は５年
以下の懲役又は１千万円以
下の罰金に処される場合が
あります。
不法投棄をしない、させ
ない。
みんなでまちをきれいに
しましょう。
【問合せ】
静内庁舎生活環境課
☎43‐2111（内線128）

※届け出は14日以内にお願いします。

①年金手帳（本人分と扶養していた配偶者がいる場合は配偶者分） ②印鑑
明や雇用保険離職票など）

③退職日が確認できるもの（保険資格喪失証

毅国民年金保険料
平成27年度国民年金保険料 ～１か月払～
１か月 15,590円（平成26年度比プラス340円）
１年間 15,590円×12か月＝187,080円

１年分
半年分

平成27年度国民年金保険料 ～前納払～
183,160円（3,920円割引）
92,480円（1,060円割引）

★保険料を前払い（前納）すると保険料がお得です。
前納には、現金支払いによる前納と口座振替による前納の２種類があります。口座振替には、毎月の保険料が翌月末に引き
落としされる翌月末振替（割引なし）、毎月の保険料がその月の月末に引き落としされる当月末振替、６か月・１年・２年前
納による口座振替があります。
★老齢基礎年金を増やしませんか？
定額保険料に加えて、任意に加入できる「付加年金」に加入し月額400円の付加保険料を納付されると、将来の老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされます。

※過去２年までさかのぼって免除申請ができます。

所得が少ないときや失業などで国民年金保険料の納付が困難な方は、国民年金保険料の免除を申請できます。国民年金保険
料の免除申請ができる対象期間が昨年から拡大されたことにより、申請時点の２年１か月前までさかのぼって免除申請ができ
るようになっています。過去に申請忘れがある方も申請が可能です。
【例】さかのぼって申請ができる期間
▼申請月（27年４月の場合）
25年３月
26年７月
27年４月
27年６月
申請により免除が受けられる期間
２年１か月
※免除は前年所得や失業の状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。
※「免除」とは、全額免除・一部免除・若年者納付猶予・学生納付特例のことです。
【問合せ】
※申請が遅れると障害年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請して
静内庁舎生活環境課
下さい。
☎43‐2111（内線125）
毅年金免除の手続き
三石庁舎町民福祉課
①年金手帳（本人分と扶養していた配偶者がいる場合は配偶者分）
☎33‐2111（内線118）
②印鑑
苫小牧年金事務所
③失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」又は「離職票」が必要になります。
☎0144‐36‐6135
④学生納付特例の申請の場合は、「在学証明書」又は「学生証」の写しが必要になります。

４月21日（火）

̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

9：00～12：00
町公民館
（静内古川町 )

▼

入札工事・委託名

不法投棄は犯罪です

▼

札

落札価格（消費税等は含まない） 12,420

15

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）

特別養護老人ホーム静寿園備品購入資金として
西法寺仏教婦人会
デイサービスセンターあざみへ
福祉車両／公益法人24時間テレビチャリティー委員会
三石国民健康保険病院へ
トイレットペーパー／川上連合女性部（代表 角 幸子）
特別養護老人ホーム静寿園へ
布類／しずない農協女性部（部長 木田正子）、西法寺仏教婦人会、
池田頼枝（静内豊畑）、船場美智子（静内緑町）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
ウエス／佐藤 幸（三石西端）

入

毅会社を退職した場合の年金の手続き

毅国民年金の免除申請

▼

▼

▼▼▼▼

善意に感謝いたします

国民年金のお知らせ

▼

今年度も保険証の更新は『郵送』で行います。新しい保険証は、４月上旬から順次『特定記録郵便』で発送いたし
ますので、お受け取り下さい（短期被保険者証・資格証明書の交付を受けている方は、役場窓口での更新となります）
。
※新しい保険証が届きましたら、今まで使用していた保険証は、細かく切って破棄して下さい。

▼

国民健康保険の保険証
（被保険者証）
の更新は
『郵送』で行います

▼

情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

月

日

４月２日㈭
４月16日㈭

13：30～15：30
マックスバリュ静内店
（静内木場町 )

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

受付時間：13時30分 ~16時00分

【問合せ】町立静内病院
町立三石国保病院

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。

☎42‐0181
☎33‐2231
広告

14

情報ボックス

就農相談会

▽

▽

▽

毅問 合 せ

広告

17

毅平成27年度の保険料率改定について
衆議院の解散に伴い、平成27年度政府
予算編成が遅れたことから、平成27年度
の健康保険料率並びに介護保険料率の決
定が遅れました。
このため、保険料率の変更が例年より
１か月遅れの４月分（６月１日納期分）
からとなります。
平成27年度の健康保険料率は10.14％
（+0.02％）
、 介 護 保 険 料 率 は 1.58％
（ - 0.14％）と、健康保険料率は引き上げ
ざるを得ない結果となりました。
厳しい経済状況の中でございますが、
ご理解をいただきますようお願い申し上
げます。

【問合せ】
全国健康保険協会北海道支部
☎011‐726‐0354

防災情報と、緊急時には緊急
情報を表示します。

更新情報・トピックス・募集
の３分類に分けて表示します。
重要な情報はトピックスに表
示します。

【問合せ】
ホームページについてのお問
い合わせは
静内庁舎企画課
☎43‐2111
（内線223・224）へ

ライフイベントとして、それ
ぞれの事例に合わせた情報を
集めたページを表示します。

各ページの内容については
ページ最下部のお問い合わせ
欄の担当課へお願いします。
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町福祉センター閉館

毅そ の 他

協会けんぽ北海道
支部からのお知らせ

５つのメニューに分類し、ク
リックすると更に情報を分類
して表示します。

（仮称）新ひだか町総合
町民センター建設工事に伴
い、４月１日より町福祉セ
ンター（三石本町）が閉館
となります。
当面の間、ほかの町内集
会施設（みついしふれあい
プラザ、歌笛総合住民セン
ター、各生活館、各基幹集
落センターなど）をご利用
願います。
なお、町福祉センター内
にありました、教育委員会
社会教育課は三石図書館
へ、社会福祉協議会三石支
所は三石庁舎２階へ移転い
たします。
また、町福祉センター解
体工事のため、５月より町
福祉センター前駐車場が利
用できなくなります。
町民の皆さんには大変ご
不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いいた
します。
問合せ
三石庁舎総務企画課
☎３３‐２１１１
教育委員会社会教育課
（移転後電話番号）
☎３３‐２２２２

毅手 続 き

▽

▽

毅対象項目

健康づくり商品券

新ひだか町に住民票がある方
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。
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。
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。
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。
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

文字サイズや背景色を変更す
ることができます。

行政評価に対する
外部評価の実施

象
容

町では、情報発信の一環として、ホームページを公開しておりましたが、現在のホームページは情報を探しづらいなどの問
題がありました。インターネットの普及で、ホームページの重要性が増したことから、このたび町公式ホームページをリニュー
アルしました。
新しいホームページは、見たい情報を迷うことなく閲覧・検索できるようになっています。
また、担当課ごとにページ内容等の更新を行い、より早く、より詳しい情報の配信を行います。

町では、各部署が行うさ
まざまな政策等が、今の時
代に即しているのか、町民
の皆さんの求めていること
に対応しているのかなどを
点検し、町にとって効果的
な政策等を選択していくと
ともに、行財政改革をさら
に推進するため、毎年度、
事務事業の評価を行ってい
ます。
平成 年度からは、この
評価結果に対して、町民の
皆さんからも意見や提案等
をいただくため、外部評価
を実施します。
詳しくは町公式ホーム
ページをご覧いただくか、
静内庁舎企画課までご連絡
下さい。
問合せ
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
（内線２２５）

毅対
毅内

▼

▼

新ひだか町農業担い手育成支援協議会（会長 有田英二）では、
「ミニトマト」や「花き」で新規就農したいと
いう方からの相談を受けるべく就農相談会を開催します。
と
き：平成27年４月５日㈰ 10時30分～15時00分
と こ ろ：新ひだか町公民館（新ひだか町静内古川町１丁目１番２号）
参 加 料：無料
年齢要件：概ね満20歳以上50歳以下の方
募集人数：ミニトマト３組程度、花き２組程度
【研修期間中の主な支援策】
１．研修費支給～年間180万円／人（ご夫婦の場合360万円）
安心して研修を続けていただくため、研修期間は実績に基づき毎月15万円／人を支給します。
２．サポート体制～北海道知事から認定された指導農業士のほか、普及センター、地元農協及び町（技術者）など、
関係機関団体がしっかりサポートします。
【就農するまでの基本的な流れ】
ミニトマト※研修期間は「原則２年間」です。
就農相談会→面接→農家研修（原則１年間）→ハウス団地研修（原則１年間）→農地取得（貸借・売買等）→町内での就農
花き※研修期間は「原則１年間」です。
就農相談会→書類審査（面接を受けていただく場合もあります）→農業実験センター研修（原則１年間）→農地取得（貸借・売買等）→町内での就農
【問合せ】新ひだか町農業担い手育成支援協議会事務局
三石庁舎農政課 新ひだか町三石本町212番地
☎0146‐33‐2111
静内庁舎農政課 新ひだか町静内御幸町３丁目２番50号 ☎0146‐43‐2111
E-mail shinhidaka-noushinkyo@shinhidaka.hokkai.jp HP http://www.shinhidaka-noushinkyo.hokkai.jp

町公式ホームページをリニューアルしました

▼

“農業（ミニトマト・花き）で生きていく” 地域を上げ、あなたを応援します！

▼

情報ボックス

広告
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情報ボックス

情報ボックス

４月12日㈰

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

４月12日㈰は、北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙が行われます。
あなたの大切な一票を棄権することなく投票しましょう！！

選挙人名簿

「北の零年」の地を訪ねて
静内地区、三石地区のいろ

念願の北海道暮らし体験に いろな場所を訪ねましたが、

新ひだか町を選んだのは、ず 自然との共生の中でのアイヌ

いぶん前に映画「北の零年」 の 人 々 と の ふ れ あ い、 開 拓

で、 私 の 故 郷 か ら こ の 地 に 魂、仲間との葛藤など、アメ

やってきた祖先を知ったこと リカの開拓使と同じようだな

に始まります。私の曾祖父の と 思 い ま し た。 日 本 の 中 で

豊さん、郁子さんご夫婦

兄弟（もう１代前かも？）が、 も、ごく近い時代に凝縮され

賀集

こちらに移住しています。ま た「人間の生きる歴史」を肌

だ、私が生まれたばかりのこ で感じることができ充実感に

また、地方創生が叫ばれて

ろに一度、淡路の家に来られ 浸ることができました。

て家族みんなで写真を撮って

した産業の元気が無いのでは

いますが、今その写真は無く いる昨今ですが、地域に根差

なってしまいました。

新ひだか町に来て、びっく と感じました。地域には生き

りしたのは「賀集」の印鑑の た歴史があり、誇れるものが

自分自身の反省を含め現代

作り置きがあったことです。 あります。

全国で「かしゅう」と読んで

いただけることは皆無といっ に生きる人は、あまりにも目

て も 過 言 で は あ り ま せ ん の の前の事にとらわれすぎ、経

はないかと感じました。

その土地で暮らす豊かさと

で、故郷に帰ったような親近 済の豊かさを求めすぎなので

感がありました。

体験生活ではまず、静内郷

土館を訪れ、館の方から入植 は、自然と共生しながら人々

当時のお話を伺い、映画「北 が寄り添って楽しく暮らせる

の零年」は池澤夏樹の本「静 ことであり、新ひだか町もそ

終わりに、新ひだか町の人

かな大地」に基づくことも知 うあってほしいと思います。

りました。早速図書館でお借

りし、読むごとに、より深く に大変親切にご教授いただい

当時の人たちの暮らしや想い たことにお礼申し上げます。

を想像し、興奮して滞在期間

を過ごしました。

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した福岡県の
賀集さんから体験記が届きましたので、紹介します。
賀集さんは昨年９月３日から９月10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。

北海道知事・北海道議会議員選挙

▼

第８回

統一地方選挙

▼

投票日は

今回の選挙で投票できる方は、選挙人名簿に登録されている方で、投票日現在、選挙資格を有する方です。
なお、今回の選挙から新たに選挙人名簿に登録される方は次のとおりです。
愚知事選挙 平成26年12月25日
愚道議会議員選挙 平成27年１月２日
上記の期日までに新ひだか町に転入届をし、引き続き３か月以上居住している方
愚年齢 投票日現在で20歳以上の方
※３月21日以降に届け出をされた町内の転居者については、転居前の投票所での投票となりますので、ご注意下さい。

転出した方
選挙人名簿に登録されている方で、
「一度だけ道内のほかの市町村に転出した方」に限り、当町の選挙権を有する場合は、
当町で投票できます。ただし、必ず市町村長が発行する「引続き道内に住所を有する旨の証明書」の交付を事前に受け、投
票時に提示しなければなりません（この証明書は、住所地以外の市町村からでも交付を受けることができます）
。

期日前投票
投票日に仕事や旅行など、何らかの用事で投票所に行けない方は、投票日の前に投票できる「期日前投票制度」を利用し
て投票することができます。
と き 知事選挙３月27日㈮～４月11日㈯ 道議会議員選挙４月４日㈯～11日㈯ ８時30分～20時00分
ところ 役場静内庁舎１階ロビー、三石保健センター１階 機能訓練室（三石本町）
※お住まいの地区に関わらず、どちらの期日前投票所でも投票できます。
※三石地区の期日前投票所が、従来の「町福祉センター」から変更となっておりますのでご注意下さい。
なお、駐車スペースが狭いため、お車でご来場の方は、三石庁舎の駐車場をご利用下さい。
持ち物 入場券をご持参下さい（入場券がない方は投票所受付で申し出て下さい）。

不在者投票
病院に入院中の方や長期出張中の方などは、「不在者投票」ができます。投票の手続きなど、詳しくは選挙管理委員会へ
お問い合わせ下さい。

郵便による投票
身体に重度の障がいのある方や要介護者で要介護５である方は、郵便等により自宅で「不在者投票」ができる制度があり
ます。また、身体の不自由等で字が書けない方は、投票する人に代わって代理人が記載できる「代理記載投票制度」を利用
することができます。これらの手続きなど、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

入場券の確認

hidaka_e_sympo@
yahoo.co.jp

30
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日高の教育を考える
シンポジウム

日高の教育を考えるシン
ポジウム実行委員会では、
次のとおりシンポジウムを
開催します。
皆さんのご参加をお待ち
しております。
とき／４月 日㈯
時 分～（受付）
ところ／町公民館
演 題／今何故小中連携・
一貫教育が求められてい
るのか？
講 師／武藤久慶氏（文部
科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課教育制
度改革室室長補佐）
入場料／無料
対 象／日高管内に居住す
る方
定 員／１００名程度
申込み（問合せ）／日高の
教育を考えるシンポジウ
ム実行委員会事務局
☎４３‐２１１１
（内線２３５）
４３‐３９００
14

メール ℻

10

19

10

農業後継者婚活支援員

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
応募要件／町内に住所を有
する満 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 万円、
成婚されたご夫婦にお祝
い金として１組 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
20

投票入場券は、４月３日頃に郵送いたします。入場券は、投票所で投票用紙を受け取る際に必要となりますので、大切に
保管し、投票の際には忘れず持参して下さい。また、入場券がなくても投票することはできますが、万一、入場券が届かな
い場合には、選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

投票所
投票区
第１投票区
第２投票区
第３投票区
第４投票区
第５投票区
第６投票区
第７投票区
第８投票区
第９投票区
第10投票区
第11投票区
第12投票区
第13投票区
第14投票区
第15投票区

投票の場所
新ひだか町役場静内庁舎
山手児童館
末広生活センター
新ひだか町公民館
新ひだか町社会福祉会館
入船生活館
静内保健福祉センター
こうせい児童館
花園生活館
柏台会館
中野生活改善センター
静内旭町生活館
清水丘生活センター
神森会館
目名生活改善センター

投票区
第16投票区
第17投票区
第18投票区
第19投票区
第20投票区
第21投票区
第22投票区
第23投票区
第24投票区
第25投票区
第26投票区
第27投票区
第28投票区
第29投票区
第30投票区

投票の場所
田原生活館
御園生活館
農屋生活館
豊畑生活館
川合生活館
東別生活センター
春立生活館
東静内会館
みついしふれあいプラザ
港町生活改善センター
延出基幹集落センター
鳧舞生活改善センター
本桐基幹集落センター
歌笛総合住民センター
川上会館

投票時間
７時00分から20時00分まで

第１投票区～第15投票区

【問合せ】 新ひだか町選挙管理委員会事務局

７時00分から19時00分まで

第16投票区～第30投票区

☎43‐2111（内線441・442）
☎42‐1267（直通）
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▼

68.80

有

水洗

Ｈ元
三石旭町Ａ

２‐１Ａ棟２号

３ＬＤＫ

19,100～28,500

68.80

有

水洗

Ｈ２
三石旭町Ａ

２‐１Ｂ棟１号

３ＬＤＫ

19,100～28,500

68.80

有

水洗

Ｈ２
三石旭町Ａ

３‐２Ｃ棟２号

２ＬＤＫ

16,100～24,000

56.70

有

水洗

Ｈ３
三石旭町Ａ

11Ｂ棟12号

２ＬＤＫ

20,100～29,800

57.70

有

水洗

Ｈ11
三石本桐Ｅ

７Ａ棟103号

２ＬＤＫ

20,200～30,100

67.70

有

水洗

Ｈ７
三石本桐Ｅ

８Ｂ棟110号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.70

有

水洗

Ｈ８
三石歌笛Ａ

９Ｂ棟207号

３ＬＤＫ

23,400～34,800

76.30

有

水洗

Ｈ９
三石歌笛Ａ

10Ｆ棟20号

３ＬＤＫ

21,600～32,100

76.10

有

水洗

Ｈ10

入校年月／平成 年 月
問合せ／浦河海上保安署
☎０１４６‐２２‐９１１８

北海道警察官採用試験

58

●旧川上小学校（三石川上133番地）

58

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）

15

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。
その他／三石地区の医療機
関などへの送迎サービス
も実施しています。
申込み（問合せ）
ケアハウスのぞみ
☎３２‐３３３１
10

10

10

10 65 35

●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

10

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）

10

【問合せ】静内庁舎企画課 ☎43‐2111（内線222・228）
●旧川合小学校（静内川合108番地）
●旧春立小学校（静内春立349番地１）

海上保安学校
学生採用試験（特別）

27

受験資格
毅Ａ区分（男女）
学校教育法による大学
（短期大学を除く）等を
卒業した方で、昭和 年
４月２日から平成 年４
月１日生まれの方
毅Ｂ区分（男女）
Ａ区分以外で、昭和 年
４月２日から平成 年４
月１日生まれの方
※Ａ区分に該当する方は、
Ｂ区分の試験を受けるこ
とはできません。
採用予定人数
Ａ区分男性 １６０名
Ａ区分女性
名
Ｂ区分男性
名
Ｂ区分女性
名
受付期間
郵送・持参
４月１日㈬～ 日㈬
電子申請
４月１日㈬～ 日㈮
試験日
第１次試験 ５月 日㈰
試験地／札幌市、室蘭市等

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。
詳しくは町公式ホームページをご覧下さい。

受験資格
①平成 年４月１日におい
て高等学校又は中等教育
学校を卒業した日の翌日
から起算して６年を経過
していない方
②平成 年９月までに高等
学校又は中等教育学校を
卒業する見込みの方
③人事院が前記に掲げる者
と同等の資格があると認
める方
採用予定人数／未定
受付期間
郵送・持参
４月１日㈬～３日㈮
電子申請
４月１日㈬～８日㈬
試験日
第１次試験 ５月 日㈰

▼
廃校舎を活用していただける事業者を募集します

▼

18,700～27,800

町職員

３ＬＤＫ
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種別 地目種別 公簿面積（㎡） 用途地域 建ぺい率（％） 容積率（％） 売却価格（円） 単価（円／㎡） 備考
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
５ 静内春立176番４
51.53
151,000
築45年
建物 ブロック
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。

応募先（問合せ）
〒０５９‐３１９５
新ひだか町三石本町
２１２番地
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１５・１１６）

１‐１Ａ棟１号

27

27

ケアハウスのぞみ
入居者

三石旭町Ａ

募集部屋数／２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、町内に身元引受人
となれる方がいる方
施設概要／全個室でキッチ
ン、 電 磁 調 理 器、 ト イ
レ、洗面台など備え付け
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６２，４９
０円から
※ 月～３月は暖房料７，
８８０円が加算されます。
※電気料及び上下水道料は
自己負担です。
※料 金 は、 生 活 費 や 事 務
費、管理費などを合わせ
た額です。前年度の収入

☎43‐2111（内線232）
【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課

備考
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／㎡）
土地 宅地
343.89 指定なし
60
200
4,161,069 12,100
土地 宅地
330.81 指定なし
60
200
4,002,801 12,100
60
200
6,140,080 18,400
土地 宅地
333.70 第１種住居地域
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
2,054.71 第１種低層住宅専用地域
３．対象物件
物件番号
所在地番
１ 静内中野町３丁目52番13
２ 静内中野町３丁目52番19
３ 静内山手町４丁目８番１
４ 静内柏台49番

▼
町有地先着順売払いを実施します

毅移送サービス事業運転業務
採用人数／１名
採用年月日
平成 年５月１日（予定）
勤務時間／週４日程度の交
代制勤務で、夏・冬期、
曜日により勤務時間は変
わりますが、年間を通じ
て日曜日以外は運行しま
す。
業務内容／主 と し て 移 送
サービス車を自ら運転
し、利用者を自宅から病
院まで送迎する業務及び
車両の管理など
応募資格／普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）を有す
る満 歳未満（平成 年
４月１日現在）の方で、
町内に住所を有する健康
な方（採用後、町内に居
住可能な方を含む）
応募書類／各１通
①履歴書（自筆、上半身写
真貼付）
②運転免許証の写し
※町外者の方は、転居確約
書
（任意様式）
が必要です。
応募締切
４月 日㈬（必着）
試験内容／面接試験
試験期日／別途通知する日
（４月下旬を予定）

月額家賃（円）

11

型別

27

住宅番号

60

毅団地により家賃のほか、別途必要経費（駐車場、共益費、ボイラー使用料など）がかかります。詳細については、ご確認下さい。

27

65

15

面積 ( ㎡ ) 浴槽 トイレ 建設年度
団地名

毅看護師又は准看護師
（正職員）
採用人数／２名
採用年月日
平成 年５月１日（予定）
勤務場所／新ひだか町介護
老人保健施設まきば
応募資格
①高校卒業以上の学歴を有
する又は高校卒業程度認
定試験合格者であること
②看護師又は准看護師の資
格を有していること
③通勤可能であること
応募書類／各１通
①履歴書（自筆、上半身写
真貼付）
②最終学歴の卒業証明書
③資格を証する書類の写し
応募締切
４月 日㈮（消印有効）
試験内容／面接試験
試験期日／別途通知する日
（４月中旬予定）
応募先（問合せ）
〒０５６‐０００４
新ひだか町静内緑町４丁
目５番１号
新ひだか町介護老人保健
施設まきば
☎０１４６‐４３‐１１００

15

13時00分～17時30分
13時00分～16時30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
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。
１．申込書の配布
２．申込みの受付

身体条件／詳しくはお問い
合わせ下さい。
問合せ／静内警察署
☎４３‐０１１０

26

27

公営住宅入居者

入居者募集住宅

27

10

入居資格
①前年の収入が一定の範囲
内である方（入居申込者
及び同居者の収入合算額
が、 月 額 万 ８ 千 円 以
下、裁量階層該当世帯は
万４千円以下の方）
②住宅に困窮していること
が明らかな方
③町税を滞納していない方
④入居申込者及び同居者が
暴力団員でない方
募集住宅／下表のとおり
選考方法／入居希望者が多
数の場合は、町営住宅入
居者選考委員会で選考
し、入居者を決定します。
入居日
平成 年４月下旬（予定）
申込期間
３月 日㈭～４月２日㈭
申込み（問合せ）
三石庁舎建設課
☎３３‐２１１１
（内線２０８・２０９）
21

20
21

所在地番

物件番号

情報ボックス
情報ボックス

まなびの広場

▼

▼

※占用使用料は、一般使用料のほかに納入して下さい。
※占用使用は、５名以上の団体に限ります。
※占用使用については、使用許可申請が必要です。
【問合せ】静内温水プール ☎42‐6322

30

20

21

13

13

30

30

00

③学業優秀及び性行善良で
身体健康な方

使用料
1,030円

27

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

分
１コース×１時間

ジュニアスポーツ
アカデミー

区
コース占用使用料

28

17

奨学金制度

毅占用使用料

00

20

手続き／奨学金の申請は、
学校を通じて行いますの
で、 奨 学 金 の 支 給 を 希
望 す る 方 は、「 奨 学 生 申
請」等の書類に必要事項
を記入の上、学校の担当
の教員に提出して下さい
（高校在学生は高校、来
年度入学予定新１年生
は、 ３ 月 現 在 の 在 学 校
へ）。
なお、前年に引き続き申
請する方についても、再
度申請して下さい。
申請等書類は、各学校又
は教育委員会にあります
ので、交付を受けて下さ
い。
対象人数
高校生給付型
名以内
大学生貸付型 ６名以内
大学生給付型 ２名以内
返還方法／卒業後、定めら
れた期間内に返還してい
ただきます。
応募期間／４月１日㈬～
日㈭（前年度に引き続き
申請する方も同じ）
申込み（問合せ）
教育委員会管理課
☎４９‐００８８

☎42‐0048
☎42‐5913（シーズン中）
☎43‐2111（内線296）
☎33‐2090（シーズン中）

※小学校入学前の方の使用料は無料ですが、保護者の同
伴（水着着用）が必要です。
※町内の小・中学生が７月15日から９月15日までの間に
利用する場合は無料となります。

16

毅高校生等に対する給付型
対象者／高等専門学校、高
等学校、中等教育学校の
後期課程、その他教育委
員会が認める学校等に修
学する方
金 額
月額１０，５００円以内
毅大学生等に対する貸付型
対象者／大学、短期大学、
専 修 学 校（ 専 門 課 程 ）、
その他教育委員会が認め
る学校等に修学する方
金 額
月額２５，０００円以内
毅大学生に対する給付型
対象者／新ひだか町内の高
等学校を卒業し、大学へ
進学した又はしようとす
る方で、新ひだか町のそ
の他の法令等による学資
の支給又は貸し付けを受
けていない方
金 額
月額３７，０００円以内
その他／給付対象者は地域
貢献に努めること（学生
時代に町内の地域ボラン
ティアに従事するなど）
。

300円
3,070円
10,280円
150円
1,530円
5,140円
100円
50円

毅団体利用について
団体利用を希望する場合は、コース内の混雑の緩和や一
般利用者にお知らせをする関係上、下記のお問い合わせ先
へお早め（蓬莱山公園パークゴルフ場については40日前ま
で）にご連絡下さい。
毅シーズン券の購入について
・発行受付 ４月７日㈫ ９時00分から
・発行場所 町静内体育館、三石庁舎総務企画課
・購入方法
申請書に必要事項を記入の上、証明写真（縦3.0㎝×
横2.5㎝）を添えて申し込み下さい。

23

４月15日㈬～12月15日㈫
４月・５月・10月～12月 13時00分～20時30分
但し、土・日・祝日は、10時00分～17時30分
６月～９月 10時00分～20時30分
毅休 館 日 月曜日（町立学校の夏休み期間４回と
10月12日（体育の日）を除く）
毅一般利用料
区
分
大 人 高校生 中学生 小学生
普通使用料 １回分
510円
300円
200円
100円
６回分 2,610円 1,560円 1,030円
510円
回数使用料
13回分 5,230円 3,130円 2,080円 1,030円

毅開館期間
毅開館時間

※町内外共通料金です。
※子どもの区分は中学生と小学生です。
※用具の貸し出しは、終了時間の１時間前までです。

【問合せ（申込み）】
町静内体育館
静内川右岸パークゴルフ場
静内庁舎商工労働観光課
蓬莱山公園パークゴルフ場

静内温水プールオープン

▼

【静内川右岸緑地公園パークゴルフ場】
【三石蓬莱山公園パークゴルフ場】
毅開設期間 ４月18日㈯～11月23日㈪
毅利用時間 ４月～８月 ６時30分～19時00分
９月～11月 ７時00分～17時00分
毅利用料金
区
分
料
金
１日券
大 人 回数券（12枚券）
１シーズン券
コース料金
１日券
子ども 回数券（12枚券）
１シーズン券
用具貸出料 大 人 １日
（クラブ・ボール各１） 子ども １日

▼

パークゴルフ場オープン

00

27

受付開始／静内地区は、４
月 日㈪９時 分から町
静内体育館の窓口で行い
ます。三石地区は、４月
日㈫９時 分から町三
石スポーツセンターの窓
口で行います。
なお、定員に満たない場
合に限り、 時 分から
電話での受け付けを行い
ます。
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８
町三石スポーツセンター
☎３３‐２７４４

☎ 42-0075

17

優秀な生徒及び学生等で
経済的な理由によって修学
が困難な方のために給付制
度・貸付制度があります。
手続方法や提出書類な
ど、詳しくはお問い合わせ
下さい。
対象者（共通）
①町内に住所を有する又は
住所を有する者の子弟で
ある方
②経済的理由により修学困
難な方

【申込み
（問合せ）】町公民館

ライディングヒルズ
静内休場日

毅ほかの大学は地域別に募集します。

ライディングヒルズ静内
は、平成 年４月１日から
町が直営で管理運営を行う
ことになりました。このた
め、４月１日から１か月準
備期間として休場となりま
す。
５月１日から運営を再開
しますので、皆様のご利用
をお待ちしております。
問合せ／町静内体育館
☎４２‐００４８

毅三石ことぶき大学
対 象 地 域 三石地区
会
場 みついしふれあいプラザ
クラブ活動 カラオケ・歌唱・手芸・舞踊・卓上ゲーム・茶道・詩吟
開 講 式 ４月23日㈭ 10時00分から
申 込 期 限 ４月10日㈮まで

家庭教育学級「子育てセミナー」
対 象 者 町内にお住まいの就学前の子どもの
両親及びこれから親になる方
内
容 子育てに関する学習や、手工芸、調
理実習、軽スポーツなど
学習会場 町公民館ほか
学 習 会 毎月１回 年10回程度
開 講 式 ５月21日㈭ 10時00分から
申込期限 ４月27日㈪まで（厳守）
※保育士による託児があります。
※ほかに開設する幼稚園及び小学校の家庭教育
学級は学級ごとに募集します。

00

町女性センター・みらい
開館時間等の変更

毅中央ことぶき大学
対 象 地 域 静内地区の市街地及び、ことぶき大学を開設していない地域
会
場 町公民館
クラブ活動 英会話・書道・大正琴・俳句・詩吟・歌唱・生きがい焼（陶芸）
・
ハーモニカ・レクレーションダンス・手芸・からおけ合唱
開 講 式 ５月12日㈫ 10時00分から
申 込 期 限 ４月27日㈪まで

成人教育「成年友結学級」
開設時間 昼の部 10時00分～12時00分
夜の部 19時00分～21時00分
対 象 者 町内にお住まいの18歳以上の方
内
容 健康講話、手工芸や調理実習など
学習会場 町公民館ほか
学 習 会 毎月２回程度 計20回程度 水曜日
開 講 式 ４月15日㈬ 昼の部 10時00分から
夜の部 19時00分から
申込期限 ４月６日㈪まで

町女性センター・みらい
は、４月１日より開館時間
及び休館日を変更します。
開館時間
９時 分～ 時 分
休館日／毎週月曜日
問合せ
町女性センター・みらい
☎４２‐７７００

せいねんゆうゆうがっきゅう

高齢者教育「ことぶき大学」
対 象 年 齢 町内にお住まいの60歳以上の方
内
容 健康や家庭、人生などの学習やレクリエーション活動
全体学習会 毎月１回 年10回程度
合同閉講式 ３月に７大学合同の閉講式・研修の集いを行います
そ の 他 クラブ活動のみの参加申し込みはできません

と き／平成 年４月から
平成 年２月まで（月２
回程度）
静内１（隔週木曜日）
静内２（隔週金曜日）
三石 （隔週木曜日）
時 分～ 時 分
ところ
静内地区‐町静内体育館
ほか
三石地区‐町三石スポー
ツセンターほか
対 象
静内１・２‐静内地区の
小学１年生から３年生ま
での児童
三石‐三石小学校の１年
生から３年生までの児童
内 容／基礎的運動プログ
ラムのほか、いろいろな
スポーツの体験教室
定 員
静内１・２‐各 名
三石‐ 名
（先着順）
参加料／無料

学級生の募集

▼

▼

まなびの広場

20

30

22

