▼

▼

児童手当現況届

に書類を送付します）
。
受付期間
６月 日㈪～ 日㈮
受付時間
９時 分～ 時 分
時 分～ 時 分
受付場所
静内庁舎１階ロビー
三石庁舎町民福祉課
歌笛郵便局内町行政コー
ナー（月・水・金の午前中）
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１３・１１４）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６・１１９）

家庭介護用品支給事業

定状況が確認できるも
の）と印鑑を持参の上、
地域包括支援センターし
ずない（静内保健福祉セ
ンター内）か三石庁舎町
民福祉課で申請して下さ
い。
申込み（問合せ）
地域包括支援センターし
ずない
☎４３‐１１１１
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１

医療費助成
受給者証の更新

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

療費助成制度の受給者証を
現在お持ちの方（健康保険
と医療費助成の自己負担が
同じであるため、受給者証
の発行が省略されている方
も含む）で、更新の手続き
が必要な方には６月上旬に
通知いたしますので、必要
書類を提出して下さい。
なお、通知のなかった方
で更新審査後引き続き該当
となった方には、７月下旬
に新しい受給者証を郵送し
ます（非該当になった方に
も通知します）。
また、所得制限により現
在、医療費助成を受けてい
ない方でも、所得額や扶養
人数の変動等により助成を

【問合せ】静内庁舎税務課
☎43‐2111( 内線168)
三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111( 内線109)

※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。

「 乳 幼 児・ ひ と り 親 家 庭
等・重度心身障がい者」医

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 ６月12・26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

町では、自宅で高齢者を
介護している家族に対し、
介護用品（紙おむつ・パッ
トなど）を購入する際に利
用できる支給券交付事業を
実施しています。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
交付額／月額８，５００円
対象世帯
①要介護高齢者と同居され
ている世帯員全員が町民
税非課税であること
②要介護高齢者の認定が要
介護４又は５であること
申請方法／介護保険被保険
者証（要介護高齢者の認

ピュアプラザおもちゃの病院

児童手当を受けている方
は、 毎 年 ６ 月 中 に「 現 況
届」を提出しなければなり
ません。
この届け出は、引き続き
児童手当を受ける要件があ
るかどうかを審査するもの
です（所得制限が設けられ
ていますので、所得の審査
も行います）
。
この届け出がなければ、
６月分以降の手当が受けら
れなくなりますので、次の
受付期間に必ず提出して下
さい（対象者には６月上旬

受けられる場合があります
ので、審査を希望される方
はお問い合わせ下さい。
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１８・１１９）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６）

所に安全フェンスの設置や
立て看板などで注意を呼び
かけ事故防止に努めていま
すが、用水路は水の流れが
速 く、 子 ど も や 高 齢 者 に
とって大変危険な場所にな
ります。
通水期間中は「水路には
絶対近寄らず、近くで遊ば
ない」ことを、家庭や地域
ぐるみでご指導くださるよ
うお願いします。
問合せ
新ひだか土地改良区
☎４３‐２１１１

北海道地域防災
マスター認定研修会

ところ
①小樽市公会堂
②上川総合振興局
③十勝総合振興局
④置戸町中央公民館
募集期間
①４月 日㈬～５月 日㈰
②６月 日㈮～７月 日㈮
③８月 日㈬～９月 日㈬
④９月 日㈮～ 月６日㈮
対象者／防災経験がある警
察、消防、自衛隊、市町村、
道、開発局、気象台などの
現職・ＯＢや、防災士、自
主防災組織 ,
町内会の役員など地域で防災
活動に取り組んでいる方
申込方法／メール又はＦＡ
Ｘで申し込み下さい。応
募用紙は、北海道のホー
ムページなどから入手願
います。
申込み（問合せ）
北海道総務部危機対策課
☎０１１‐２０４‐５００８
０１１‐２３１‐４３１４
ホームページ
http://www.pref.hokka
ido.lg.jp/sm/ktk/bsb/
bosai_top.htm
電子メール

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）

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。

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
と き ６月３日（水） 13時30分～15時00分
ところ 役場三石庁舎
【問合せ】三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111

定期相談６月
北 海 道 で は、 地 域 で の
防災活動のリーダーとな
る「 北 海 道 地 域 防 災 マ ス
ター」の育成などを推進し
ています。今年度は次のと
おり認定研修会を実施しま
す。
と き
①７月 日㈰
②９月５日㈯
③ 月 日㈯
④ 月 日㈯
時 分～ 時 分

somu.bosai22@pref.
hokkaido.lg.jp

町長三石在庁日

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
◎納期内に納入をお願いします。

手話相談
と き ３日㈬、17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
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、６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。

【今月の納期】
・町道民税（１期分）
・国民健康保険税（１期分）
・保育所負担金（６月分）
・町営住宅使用料（６月分）
・学校給食費負担金（６月分）
・下水道受益者負担金（１期分）

30 31 31
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法律相談（予約制）
と き １日㈪、３日㈬、８日㈪、10日㈬、15日㈪
17日㈬、22日㈪、24日㈬、29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）

６月の税務日程

年金相談（予約制）
と き 25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。
00 00

30

11

17 12

16

25 19 19 22

行政相談
と き ４日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室

15

人権（子ども含）・困りごと相談
と き 10日㈬、24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）
℻

相談は無料です
13
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静内温泉臨時休館
町民保養施設静内温泉
は、各種清掃のため次の期
間臨時休館いたします。
ご迷惑をおかけしますが
ご理解とご協力をお願いい
たします。
臨時休館日
６月 日㈫～ 日㈬
※６月 日㈪は通常休館日
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１

５月上旬から８月末まで
は通水シーズンとなり、近
くの農業用水路や排水路は
危険な状況が続きます。
土地改良区は、危険な箇

水路の事故防止

24

10
11

22 23

00 00
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30 12 24

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

布類／高田輝子（静内本町）、小笠原信子（静内青柳町）
タオル／西川和賀子（静内末広町）
肌着等／菊池洋子（静内青柳町）

表

落札業者
㈱マルサン建設
㈱マルサン建設
㈱シティック
日高中部森林組合
㈱環境整備公社
㈲下河原建設
不 調
㈲大川産業
㈱環境整備公社
不 調
㈲下河原建設
㈲大川産業

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）

12,720 14,540 87.48
1,242 1,380 90.00
2,500 2,610 95.79
7,100 7,361 96.45
5,620 6,210 90.50
2,270 2,270 100.0
2,900
3,440

3,200 90.63
3,700 92.97

1,126
3,700

1,250 90.07
3,813 97.04

４月30日入札結果

三石地区検査期間満了量水器取替修繕工事
静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事１工区
静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事２工区
静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事３工区
静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事４工区
御殿山線用地測量業務委託
緑３丁目４号線調査設計業務委託その１
緑３丁目４号線調査設計業務委託その２
三石地区第２簡易水道実施設計業務委託
都市計画用途地域見直し等図書作成業務委託
都市計画マスタープラン見直し策定業務委託

毅医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
毅ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口に「希
望カード」を提示することによりお願いすることができます。
毅ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全な薬です。希
望される場合は、必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。
毅ジェネリック医薬品を利用すると、薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より３割以上、中に
は５割以上安くなるものもあります。

【問合せ】 北海道後期高齢者医療広域連合
〒060‐0062 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階 ☎011‐290‐5601
静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線125）

（単位：千円）

落札業者
㈲坂本鉄工所
㈱長嶺設備工業
飯田工業㈱
㈱道南
㈲伊藤配管設備
昭和測量㈱
新和測量㈱
新和測量㈱
グローバル設計㈱
㈱シン技術コンサル
㈱シン技術コンサル

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）

2,878
4,930
4,530
5,150
4,520
1,350
880
610
6,950
3,830
2,700

2,970
5,080
4,670
5,320
4,610
1,520
880
660
7,400
4,530
3,000

96.90
97.05
97.00
96.80
98.05
88.82
100.0
92.42
93.92
84.55
90.00

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。
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、地域振興課（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
象
毅対
容
毅内
毅対象項目

▽

入札工事・委託名

■ジェネリック医薬品の利用について■

▼

▼

（単位：千円）

▼

公

４月16日入札結果

山手公園改築工事その７（公園植樹）
街路樹剪定業務委託
町道清掃業務委託
静内農屋地区ほか新植事業業務委託
草刈業務委託その１（ＰＧ外）
草刈業務委託その２（公営住宅）
草刈業務委託その３（静内川左岸緑地公園）
草刈業務委託その４（静内川右岸緑地公園外）
草刈業務委託その５（都市公園）
森林公園管理業務委託
桜並木通線（大門～エントランス広場）草刈業務委託
二十間道路桜並木草刈等業務委託
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果

▽

結

平成27年度の保険料につきましては、６月に個別にお知らせします。
毅保険料の計算方法
均等割
所得割
１年間の保険料
【１人当たりの額】 ＋
【被保険者本人の所得に応じた額】
＝
【限度額57万円】
51,472円
（平成26年中の所得－33万円）×10.52％
（100円未満切り捨て）
毅１年間の保険料の上限額は57万円です。
毅所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
毅年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
毅保険料の支払いは、「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望される方はお
住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
毅災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困きゅうし、保険料の支払いが困
難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

▽

▼

札

入札工事・委託名

広告

■６月に保険料額をお知らせします■

タオルケット等／亀田麗子（三石本町）
車いす等／松田芳枝（三石本町）

入

～平成27年度の保険料等について～

▽

特別養護老人ホーム蓬莱荘へ

後期高齢者医療制度のお知らせ

▽

▼
▼

特別養護老人ホーム静寿園へ

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）

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス

広告
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①永住者の方
有効期限
平成27年７月８日まで
16歳の誕生日まで
平成27年７月８日まで

②定住者や日本人の配偶者など、永住者以外の中長期在留者の方
一部の方を除き、在留期限まで有効です。入国管理局で在留期間の更新が行われると、新しい「在留カード」
が交付されます。16歳未満の方は、在留期限又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効で、同居の親族の方が
手続きを行う必要がありますので、ご注意下さい。
【手続き（問合せ）
】札幌入国管理局（審査部門）
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第三合同庁舎７階 ☎011‐261‐9658（直通）
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所苫小牧分室
苫小牧市港町１丁目６番15号 苫小牧港湾合同庁舎２階 ☎0144‐32‐9012（直通）
③特別永住者の方
有効期限が近づきましたら町から郵送にてお知らせいたします。
【手続き（問合せ）
】静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線138）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線120）

特定健診
健診は

後期健診を 受診
無
料 で受診できます。

【受診券で健診を受けることができる医療機関等】

広告
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件数 口数
17件 33口
16件 29口
15件 53口
８件 24口
13件 25口
１件 ２口
１件 20口
１件 80口
１件 １口
１件 500口
74件 767口

６月３日（水）
9：30～11：30
ＪＡみついし
（三石本桐 )

̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ

金額
使途
165,000円 二十間道路桜並木の管理に
145,000円 森林環境の保全・整備に
265,000円 高齢者を対象とした福祉バスの運行に
120,000円 体育団体への助成に
125,000円 地域の文化や自然環境を活かしたまちづくりに
10,000円 滞在移住の促進に
100,000円 蓬莱荘の運営に
400,000円 障がい者福祉団体への助成に
5,000円 英語指導助手の設置に
2,500,000円 子育て支援センターの運営に
3,835,000円

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

月

日

６月４日㈭
６月18日㈭

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

13：00～15：30
ふれあいプラザ
（三石本町 )

山火事注意

▼

（町内） ・静仁会静内病院 健診センター☎42‐1888
・山田クリニック☎43‐0008
・駒木クリニック☎45‐0123
・仲川内科胃腸科医院☎42‐0345
・町立静内病院☎42‐0181
・町立三石国民健康保険病院☎33‐2231
（町外） ・浦河赤十字病院☎0146‐22‐5111
・船員保険北海道健康管理センター☎011‐200‐4811
・北海道対がん協会☎011‐748‐5511
・札幌厚生病院（人間ドック及び巡回検診時のみ使用可）☎011‐251‐5713
※受診期間は５月１日から翌年３月31日まで
（町内集団検診） ・静内保健福祉センター☎42‐1287 ※６月４日㈭～６日㈯、11月29日㈰～30日㈪、２月６日㈯
・三石保健センター☎33‐2233 ※５月30日㈯、11月７日㈯
毅上記以外の医療機関では受診券を使用することができません。
毅希望する医療機関等に予約が必要です。受診日には、保険証と４月下旬に送付された受診券を持参して下さい。
毅健診を受診できる回数は、受診券有効期限内に１回限りです。
毅受診対象者は、特定健診は平成27年４月１日に新ひだか町国民健康保険に加入されている40～74歳までの方、後期健診は
後期高齢者医療制度に加入されている方が対象です（施設入所者、長期入院者は除く）
。
毅平成27年４月２日以降に新ひだか町国民健康保険から脱退した場合や再加入した場合は、受診券を使用することはできません。
毅平成27年４月２日以降に後期高齢者医療制度に加入した方のうち、加入前に特定健診等を受診した方は、受診券を使用す
ることはできません。

【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線123・124）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線117・118）

事業名
二十間道路桜並木の保全及び整備等に関する事業
森林資源の維持・保全及び整備に関する事業
高齢者の福祉向上に関する事業
スポーツ及び文化の振興に関する事業
新ひだか町の地域振興に関する事業
移住・滞在に関する事業
特別養護老人ホーム蓬莱荘に関する事業
障がい者支援に関する事業
教育に関する事業
子育てに関する事業
合
計

しましょう！

医療費の３割を占める高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病。それらを未然に防ぐため、国保加入の40～74歳全
ての方を対象に『特定健診・特定保健指導』を、後期高齢者医療制度加入の方を対象に『後期健診』を行っています。

◆寄付金総額3,835,000円

▼

年１回

◆寄付総件数64件

【使途指定一覧】※複数事業への指定があるため、使途指定件数と寄付総件数は異なります。

▼

対
象
者
平成24年７月９日時点で16歳以上の方
平成27年７月８日までに16歳の誕生日が到来する方
16歳未満の方
平成27年７月９日以降に16歳の誕生日が到来する方

町では、平成20年度から「新ひだか町ふるさと応援寄付」制度がスタートしました。ここで生まれ育った方、か
つて訪れたことがある方、ゆかりのある方々からご寄付をいただき、よりよいまちづくりのため活用させていただい
ています。平成25年度につきましては、下記のとおりご寄付をいただき、誠にありがとうございました。
いただいた寄付金は、それぞれ指定のありました下記事業に有効に使わせていただきました。これからも新ひだか
町を応援下さいますよう、よろしくお願いいたします。

▼

平成24年７月９日に外国人登録法が廃止され、新しい入管法及び住民基本台帳法に変わりました。外国人登録
証明書をお持ちの方は、有効期限を確認の上、更新手続きをして下さい。
なお、在留資格によって手続き場所が異なりますので、ご注意下さい。

平成25年度新ひだか町ふるさと応援寄付 寄付金運用状況

▼

▼

外国人登録証明書の有効期限の確認を

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

★入林するには森林所有者の許可が必要です★

林野火災予消防対策（強調月間）４月１日～５月31日
町有林愚三石庁舎水産林務課 ☎33‐2111
静内庁舎水産林務課 ☎43‐2111
国有林愚日高南部森林管理署 ☎42‐1615
民有林愚各森林所有者
毅入林後のたばこ、たき火の後始末には十分注意しましょう
毅やむをえず火入れする時は、必ず役場の許可を受けましょう
ただし、ごみ焼きは禁止されています

★４月・５月の10日・20日・30日は無煙日です！★

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

平成27年は国勢調査の年です。

国勢調査は、日本国内に住むすべての人
と世帯を対象とする、国の最も重要な統
計調査です。国内の人口や世帯の実態を
明らかにするため、５年に一度実施され
ます。国勢調査の結果は福祉施策や生活
環境整備、災害対策などさまざまな計画
策定などに利用されますので、調査への
ご協力をお願いいたします。

‐総務省‐
広告
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00
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門学校、専修学校等に在
学する 歳以上の学生で
あって、学生本人の所得
が「１１８万円＋（扶養
親族等の数× 万円）＋
社会保険料控除等」以下
の方
申請方法／住民登録をして
いる市役所、町村役場へ
年金手帳、印鑑、在学証
明書又は学生証の写しを
持参して申請して下さい
（申請は毎年必要です）
。
※在学する大学等の窓口で
も申請できます。
手続き（問合せ）
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２４）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

５月から６月はカラスが
繁殖期に入り、巣の近くを
通る人を威嚇する場合があ
ります。帽子をかぶるなど
して被害にあわないように
して下さい。
毅巣を作られそうな木や枝
は事前に切る。

カラスの巣に注意

38

申込み（問合せ）／母子家
庭等就業・自立支援セン
ター
☎０１４３‐８３‐７０４７

屋外広告物

毅ごみの出し方に気を付け
てカラスが寄らないよう
にする。
毅道路の近くなどで、親鳥
が人に危害をあたえるよ
うな場所に巣を見つけた
ら、すぐに役場に連絡す
る。
※電柱に巣がある場合は、
北電に連絡して下さい。
問合せ
三石庁舎水産林務課
☎３３‐２１１１

外国人労働者問題
啓発月間
国内で就労している外国
人は多数おりますが、その
就労状況をみると、社会保
険等の未加入や適正な労働
条件が確保されていない等
の問題が散見されます。
このような状況を踏ま
え、外国人を雇い入れる際
は、次の３点をご確認下さ
い。
①就労が認められる在留資
格であること
②雇 い 入 れ・ 離 職 の 際 に
は、それぞれハローワー
クに届け出を行うこと
③社会保険等の加入をはじ

歳入収納事務

め、適正な雇用管理を行
うこと
なお、厚生労働省では雇
用対策法に基づく、外国人
労働者の適正な雇用管理の
ための指針を定めています
ので、ご確認いただき、外
国人を雇用する際は、ルー
ルを守って適正に雇用する
ようお願いします。
問合せ
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４
浦河労働基準監督署
☎０１４６‐２２‐２１１３

相続税の基礎控除額
平成 年１月から相
続 税 の 基 礎 控 除 額 が、
５， ０ ０ ０ 万 円 ＋（ １，
０００万円×法廷相続人の
数）から３，０００万円＋
（６００万円×法定相続人
の数）に引き下げられてい
ます。
被相続人（亡くなられた
方）から相続又は遺贈によ
り取得した財産の合計額が
基礎控除額を超える場合、
その財産を取得した方は、
相続の開始があったことを
知った日の翌日から か月

願いいたします。
問合せ
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４
ハローワークうらかわ
☎０１４６‐２２‐３０３６

Ａｉｂａ祭

以内に、被相続人の住所地
を所轄する税務署に相続税
の申告と納税をする必要が
あります。
詳しくは国税庁ホーム
ページをご覧下さい。
問合せ
浦河税務署個人課税部門
☎０１４６‐２２‐４１３２

電波利用環境保護
周知啓発強化期間
不法電波は、携帯電話や
テレビ・ラジオに障害を与
えるなど、日常生活に悪影
響 を 及 ぼ す ば か り か、 消
防、救急、防災行政、交通
など人命に関わる重要な無
線通信を妨害して、私たち
の生活を脅かします。
総務省北海道総合通信局
では、電波監視を実施し、
適正な電波環境の維持に努
めています。電波に関する
困りごとやご相談はお問い
合わせ下さい。
問合せ
北海道総合通信局
☎０１１‐７３７‐００９９
電子メール
soudan-hokkaido@
soumu.go.jp

します。
参加を希望される方は申
し込み下さい。
と き／６月 日㈰
時 分～ 時 分
ところ
みついしふれあいプラザ
申込期限／６月 日㈪
参加費／３００円
申込み（問合せ）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１５）
15

と き／６月 日㈪
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
テーマ／いざという時のた
めに ～地域の危機管理
と自衛隊の災害派遣～
講 師／桑畑英紀氏（消防
庁国民保護・防災部防災
課国民保護運用室長）
神田 謙氏（陸上自衛隊
静内駐屯地司令）
入場料／無料
定 員／１００名程度
問合せ／北海道防衛局地方
調整課
☎０１１‐２７２‐７５７１

防衛問題セミナー

30

00

平成 年度における歳入
の収納事務について、次の
者に委託します。
毅森林公園
委託先
株式会社海馬澤組工業
代表取締役 海馬澤政則
（静内中野町４丁目 番
地の ）
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９６）

新卒者を対象とする
求人申し込み

母子寡婦福祉
レクリエーション大会

14 28

20 29

10

と き／６月 日㈬
時 分～
ところ
さくらセレモニーホール
内 容／大抽選会・生ビー
ル購入割引券
問合せ
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
24

日高地区母子寡婦福祉連
合会と町三石母子寡婦会で
は、ひとり親（母子）の親
子等を対象に、健康で明る
い家庭づくりと児童の健全
育成を図ることを目的にレ
クリエーション大会を開催

00

00

27

00

国民年金学生納付
特例制度

00

20

北海道は、美しい景観と
公衆への事故防止のため
に、「 北 海 道 屋 外 広 告 物 条
例」により、屋外広告物の
ルールを定めています。
お店や事務所で掲示する
表示面積の合計が ㎡以下
の自家用広告物などの場合
を除いて、屋外広告物を設
置するときは原則許可が必
要です。また、設置されて
いる方は、安全管理の義務
があります。
設置する場所などによっ
て屋外広告物の許可要件が
異なりますので、詳しくは
北海道のホームページをご
覧いただくか、お問い合わ
せ下さい。
きれいで安全なまちをつ
くるために、みんなでルー
ルを守りましょう。
問合せ
日高振興局建設指導課
☎０１４６‐２２‐９２９１

17

歳以上であれば学生の
方も国民年金制度に加入し
なければなりませんが、学
生ご本人には所得がないた
め、加入しても保険料を納
めることができません。こ
の特例制度は、在学期間中
の国民年金保険料を社会人
になってから納めることが
できる制度です。
また、特例期間中の障が
いや死亡といった不慮の事
態には、満額の障害基礎年
金又は遺族基礎年金が支給
されます。
特例期間については、
年以内であれば保険料をさ
かのぼって納めること（追
納）ができます。承認を受
けた年度から起算して３年
度目以降に保険料を追納す
る場合には、その当時の保
険料に一定の金額が加算さ
れ ま す。 追 納 し な い 場 合
は、 老 齢 基 礎 年 金 の 受 給
資格期間には算入されます
が、将来受け取る年金額に
は反映されません。
対象 者 ／ 大 学（ 大 学 院 ）
、
短大、高等学校、高等専

00

10

18

63

22

13

27

10

ハローワークでは、平成
年３月新規学校卒業予定
者に係る求人を６月 日㈪
から開始いたします。
今年度も就職希望者の多
くが地元での就職を希望し
ています。
厳しい経済・雇用情勢が
続いておりますが、一人で
も多くの若者が地元に就職
し、地域経済・社会の活性
化が図られますよう、早期
に採用計画を決定していた
だき、求人の申し込みをお
28

就業実践指導講習会
母子家庭等就業・自立支
援センターでは、次のとお
り新ひだかセミナー及び法
律無料相談会を開催しま
す。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
毅新ひだかセミナー
と き／６月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
内 容／ビジネスマナー講
習会クレーム対応接客マ
ナー
講 師／近村静代氏
毅法律無料相談会
と き／６月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
相談内容／母子家庭等の社
会的自立を支援するため
の、福祉・求人情報の提
供や生活全般にわたる相
談など
申込書設置場所
静内庁舎福祉課
三石庁舎町民福祉課
申込期限／６月３日㈬
その他／託児を用意してい
ますので、必要な方は事
前に申し込み下さい。
10

20

13

16
17

広報新ひだか原稿
広報新ひだか原稿

10

情報ボックス

情報ボックス

18

47

00
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団地名

住宅番号

型別

月額家賃（円）

面積 ( ㎡ ) 浴槽 トイレ 建設年度

静内青柳町

１棟202号

１ＬＤＫ

15,400～41,000

49.15

有

水洗

Ｈ３

静内青柳町

２棟208号

３ＬＤＫ

23,400～62,100

73.45

有

水洗

Ｈ４

静内青柳町

３棟408号

３ＬＤＫ

23,400～62,100

73.45

有

水洗

Ｈ５

静内旭町

Ｂ棟108号

３ＬＤＫ

25,600～67,900

74.30

有

水洗

Ｈ10

26

静内旭町

Ｂ棟201号

３ＬＤＫ

25,600～67,900

74.30

有

水洗

Ｈ10

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

三石緑ヶ丘

14Ａ棟21号

３ＬＤＫ

25,700～38,300

78.40

有

水洗

Ｈ14

三石緑ヶ丘

14Ｄ棟22号

３ＬＤＫ

25,700～38,300

78.40

有

水洗

Ｈ14

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

７Ａ棟205号

３ＬＤＫ

22,800～33,900

76.30

有

水洗

Ｈ７

三石本桐Ｅ

８Ｂ棟110号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.70

有

水洗

Ｈ８

新ひだか町暮らしの感想を伺いました

三石本桐Ｅ

８Ｂ棟112号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.70

有

水洗

Ｈ８

三石歌笛Ａ

９Ｂ棟207号

３ＬＤＫ

23,400～30,500

76.30

有

水洗

Ｈ９

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した大阪府の
江藤さんから体験記が届きましたので、紹介します。
江藤さんは昨年６月３日から７月２日までの期間、静内神森
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。

ちょっと暮らし体験記

江藤

泰光さん、芳子さんご夫婦

私たちは関西の大阪と京都
の府境あたりに住んでいま
す。近くにはサントリーウィ
スキー工場があり、比較的自
然が残っていると思います。
でも夏には連日最高気温が
℃くらいになり少しでも涼
しい所で暮らしたいと思うよ
うになりました。ちょうどそ
んな時、友人から新ひだか町
を紹介してもらい、昨年６月
の１か月間お世話になりまし
た。
やはり北海道の大自然は素
晴らしく、特に新ひだか町は
家から少しいけば牧場があ
り、馬の親子に出会えます。
私たちはそんな景色は初めて
で、いつまでも優しい気持ち
で眺めていました。そして広
い新ひだか町や少し遠くのえ
りも岬、天馬街道などのドラ
イブも楽しみました。雨の日
には図書館で北海道の事、町
の事を知りました。
さらに、町のボランティア
ガイドの方々が、バスで町の
中を案内してくださり、ほか
の「ちょっと暮らし体験」の
方々と楽しく交流させてもら
いました。おかげで後日、一
緒にバーベキューを楽しむこ
とができました。
二十間道路の「コスモス植
え」のボランティアにも参加
しました。地元の方々に教え

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。

第９回
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競争入札参加者

町では、平成 年度から
年度に委託する静内葬苑
等管理火葬業務の契約に係
る競争入札等の参加者を次
のとおり募集します。
参加資格
①町税等を滞納していない
こと
②町内で事業を営んでいる
こと など
募集期間
６月１日㈪～ 日㈮
提出書類／競争入札等参加
申請資格申請書、納税証
明書 など
提出方法／持参のみ
提出先（問合せ）
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
29

入居者募集住宅

ヴァイオリンと
ピアノの夕べ

15

と き／６月 日㈫
時 分～（開場）
ところ／町公民館
演奏曲目／ヴァイオリン・
ソナタ第９番イ長調作品
（クロイツェル）
、カ
ルメン幻想曲 ほか
出演者／渡辺玲子（ヴァイ
オリン）
、 小 川 典 子（ ピ
アノ）
、武藤英明
入場料
大 人２，５００円
中高生１，０００円
（小学生無料）
問合せ
町公民館
☎４２‐００７５
後援会事務局 中澤
☎４３‐３５５８

27

27

公営住宅入居者

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７月中旬（予定）
申込期間
５月 日㈬～６月３日㈬
申込み（問合せ）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２７０・２７１）
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）
21

35

▼

▼

町有地先着順売払いを実施します

１．申込書の配布・受付

平成27年４月27日㈪～平成28年３月25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 13時00分～17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。

４
物件番号

静内柏台49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／㎡）
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
第１種低層
土地 宅地
2,054.71
40
60 27,944,056 13,600
住宅専用地域

所在地番

備考

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
土地 宅地
936.36 指定なし
ー
ー
674,179
720
６ 三石川上140番地１
建物 木造
87.48
490,000
築22年
建物 木造
81.98
554,000
築17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 物件６については、建物２戸を一括売却します。また、購入者が決定次第、土地の用地確定測量を実施しま
すので、面積の増減があれば土地売却価格を変更する場合があります。
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
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ちょっと暮らし交流ツアー参加者募集！
ちょっと暮らし体験中の方々と、わがまち
の見どころを巡るバスツアーです。一緒に
参加して交流してみませんか？
と
き ６月17日㈬
８時30分～12時30分
集合場所 町公民館
定
員 ８名（先着順）
受付期間 ６月１日㈪～８日㈪
参 加 料 無料（食事代は自己負担）
申込み（問合せ）
静内庁舎商工労働観光課
☎43‐2111（内線282）

てもらい作業することで、私
たちも町の一員になれたよう
な気がしました。
なにより一番の思い出は乗
馬体験です。大阪にいたらそ
んな体験はできなかったと思
いますが、せっかく馬産地に
きたのだからと思い挑戦しま
した。初めは馬に乗っても自
分でもわかるくらい体がガチ
ガチでしたが、少しずつ慣れ
てきました。今度行ったら又
乗馬したいと思っています。
いろいろな体験をさせても
らいましたが、まだまだ体験
したいことがあります。一つ
は公民館でたくさんの活動を
されていますが、次回はぜひ
参加させていただきたいと思
います。もう一つは二十間道
路の桜並木と自分で植えた満
開のコスモスの景色をぜひ見
たいと思います。

２．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

☎43‐2111（内線234）
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毅第１期幼児水泳教室
と き／６月２日㈫、
３日㈬、５日㈮、
９日㈫、 日㈬
時 分～ 時 分

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）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

第１回町民泳力認定会

対 象／町内にお住まいの
４歳から６歳までの未就
学児（教室初日の満年齢）
定 員／ 名（先着順）
内 容／水 遊 び か ら 顔 つ
け、潜りっこなどレベル
に応じて無理なく水慣れ
します。
参加料／無料
受付開始／５月 日㈪
※申し込みは一人につき１
名（ただし兄弟の場合は
複数可）
毅高学年水泳教室
と き／６月 日㈫、
日㈬、 日㈮、
日㈫、 日㈬
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
小学４年生から６年生ま
での児童
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者の水慣れか
ら各種基本泳法など、レ
ベルに合わせて指導
参加料／無料
受付開始／６月８日㈪

25

毅女性初心者水泳教室
と き／６月 日㈫、
日㈭、 日㈫、
日㈭、 日㈫

時 分～ 時 分
問合せ／町静内温水プール
☎４２‐６３２２

スポンジテニス教室

▼

保、温暖化対策のためにも
廃食油の収集にご協力いた
だきますようお願いいたし
ます。
収集できる油／サラダ油、
菜種油、オリーブ油、ご
ま油等の使用済み油
※動物性油脂（ラード等）
、
鉱物油などは収集できま

▼

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા
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

水泳教室
毅アクアエクササイズ
と き／６月２日㈫、
４日㈭、９日㈫、 日㈭
時 分～ 時 分（Ａ
コ ー ス ）、 時 分 ～
時 分（Ｂコース）
対 象／町内にお住まいの
高校生以上の方
定 員／各コース 名
（先着順）
内 容／流水機を使った健
康増進と、水中運動の実
技指導
参加料／１，０００円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／５月 日㈫
11

乗馬教室

定

毅町民子ども乗馬教室
初心者コース
と き／６月２日㈫、
９日㈫、 日㈫
時 分～ 時 分
※３回続けて参加できる方
対象者／町内にお住まいの
原則６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／１，４４０円（３
回分）＋用具代１２０円
（３回分）
定 員／４名（先着順）
毅夜間町民乗馬教室
初心者コース
と き／６月３日㈬、
日㈬、 日㈬
時 分～ 時 分
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／２，９１０円（３
回分）＋用具代２１０円
（３回分）
員／４名（先着順）
16

17

時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人女性で水泳初心者の
方（クロールで ｍ泳げ
ない方）
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者の水慣れか
ら、クロール ｍまでの
実技指導
参加料／１，２５０円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／６月３日㈬

●旧川上小学校（三石川上133番地）
敷 地 12,792㎡（グラウンド含む）
校 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

せん。
収集場所
町静内温水プール
町三石スポーツセンター
問合せ／新ひだか町元気エ
コタウン推進協議会（町
静内体育館内）
☎４２‐００４８

●旧延出小学校（三石豊岡194番地の１）
敷 地 24,042㎡（グラウンド含む）
校 舎 平成８年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,796㎡
体育館、教職員住宅１棟あり

社会教育課（図書館三石分館内） ☎33‐2222

00

と き／６月５日㈮、
日㈮、 日㈮
時 分～ 時 分
ところ／三石小学校
対 象／町内にお住まいの
成人の方
講 師／佐々木 舞氏
参加料／無料
申込期限／６月５日㈮
（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８

●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）
敷 地 14,783㎡（グラウンド含む）
校 舎 平成４年築 鉄筋コンクリート造２階建 972㎡
体育館あり

申込み（問合せ）

30

50

廃食油の収集

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）
敷 地 20,631㎡（グラウンド含む）
校 舎 昭和63年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,934㎡
体育館、教職員住宅２棟、学校物置１棟あり
５月26日㈫～６月８日㈪までの土・日・祝日を除く９時00分～17時00分まで、窓口
と電話の両方で受け付けします。
各講座とも定員になり次第締め切ります。

12

と き／６月 日㈯
時 分～（受付）
ところ／町静内温水プール
対 象／町内にお住まいの
３歳以上の方
定 員／ 名（先着順）
内 容／独自の泳力基準に
より認定します。
泳力基準／ 級‐顔洗い～
１級‐２００ｍ個人メド
レータイムトライアル
参加料／２５０円
（中学生以下は無料）
申込期限／６月 日㈭
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

●旧春立小学校（静内春立349番地１）
敷 地 21,539㎡（グラウンド含む）
校 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

毅講 師
毅定 員
毅会 場
毅参加料
毅持ち物

10

開館時間の変更

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）
敷 地 30,570㎡（グラウンド含む）
校 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

申込方法

体育館あり

【問合せ】 静内庁舎企画課
☎43‐2111（内線222・225）
●旧川合小学校（静内川合108番地）
敷 地 17,344㎡（グラウンド含む）
校 舎 昭和30年築 木造平屋建739㎡
６月28日、７月19日、26日
各日曜日10時00分～12時00分
ガラス工芸サークルの皆さん
10名
三石陶芸会館
500円程度
エプロン、上履き
き
毅と

毅講 師
毅定 員
毅会 場
毅参加料
毅持ち物

６月23日、７月７日、14日
各火曜日10時00分～12時00分
中村トクさん
８名
託児が
町公民館
あります
3,000円
手拭、エプロン、持ち帰り用の袋
（ある方は）花ばさみ、花器
き

16 23 17

町静内温水プールに、北
海道の補助を受け、廃食油
ボイラーを導入しました。
廃食油ボイラーは、植物
油を燃料とし、化石燃料の
代替燃料とすることによ
り、二酸化炭素の排出量を
削減できるとともに、可燃
ごみの減量化を図ることが
できます。
町民の皆様には、燃料確

板ガラスに色を付け、
電気炉で焼いて作ります。
自分だけのキラキラした作品を作りませんか

30

町静内温水プールは、６
月１日より開館時間が変わ
ります。
開館時間
６月１日～９月 日

遊び心で生け花を楽しみましょう♪
自由花、ミニチュアのアレンジも学びます

30

00

00

20
21

ガラス工芸講座

30

16

17

16

20

21

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

文化講座第Ⅱ期
文化講座第Ⅱ期
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30 23

19

30 30

26

18

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。

遊び心で生け花講座

毅と
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毅第１回水泳指導者研修会
と き／６月 日㈭
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人で、水泳指導に興味
があり ｍ以上泳げる方
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者に対する水
泳指導法の実技研修指導
カリキュラムと補助法
参加料／２５０円（申込時
にお支払い下さい）
受付開始／６月 日㈬
ところ／各教室とも町静内
温水プール
これらの教室の受け付け
は、 受 付 開 始 日 の ９ 時
分から町静内温水プー
ルの窓口で行います。な
お、定員に満たない場合
10 50

20

18 10

10

14

30

00

30

まなびの広場
まなびの広場
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