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受付期間
毅児童扶養手当
８月 日㈪～ 日㈮
毅特別児童扶養手当
８月 日㈪～９月４日㈮
受付先（問合せ）
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１３・１５３）
三石庁舎福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６）
※歌笛郵便局内町行政コー
ナーでも受け付け（月・
水・金の午前中）してい
ます。
※児童扶養手当の静内庁舎
の受付は１階ロビーで
す。

児童・特別児童
扶養手当現況届
児童扶養手当又は特別児
童扶養手当を受けている方
は『現況届』が必要です。
この届出は、引き続き手
当を受けられるかを審査す
るもので、この届出がなけ
れば、８月以降の手当が受
けられなくなります。
また、届出がないまま２
年が過ぎると、時効により
受給資格がなくなりますの
で、 ご 注 意 下 さ い。
（届出
が必要な方には、必要書類
を郵送します）
。

ゴミステーションの
購入費補助について
町では、本年度より自治
会が購入するゴミステー
ションについて補助するこ
ととしました。
４ 月 以 降、 容 量 ６ ５ ０
リットル以上のゴミステー
ションを町内の業者（大規
模店舗を含む）より購入さ
れた自治会につきまして
は、購入費用の２分の１以
内（１，０００円未満切り
捨て）を補助します。
詳しくは、役場担当窓口
にご確認下さい。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１

家畜商講習会

墓地に関してのお願い
静内葬園及び町内各共同
墓地内のお墓にお参りされ
る際は、カラス等による散
乱を防ぐため、供物等はお
持ち帰りいただきますよう
お願いします。
また、墓地の使用許可を
受けた方で、長期間墓石な
どを建立せず使用していな
い場合は、許可した区画を
返還いただくことがありま
すので、ご相談下さい。
問合せ
毅静内地区の墓地
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２９・１３０）

②北海道収入証紙
（３，５５０円相当）
③証明写真
④印鑑
※獣 医 師、 人 工 授 精 師 の
方は免許証の写しを持参
願います。
提出期限
９月 日㈮（必着）
提出先
静内庁舎農政課
三石庁舎農政課
問合せ
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
（内線１５７）

町総合教育会議を
開催しました
平成 年度第１回新ひだ
か町総合教育会議を平成
年５月 日㈮に開催しまし
た。
会議の議案及び議事録
は、町公式ホームページに
掲載しておりますので、ご
覧下さい。
問合せ
教育委員会管理課
☎４９‐００８８

毅三石地区の墓地
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

生活やお仕事などで
お困りの方へ
生活困窮者自立支援法が
平成 年４月１日から施行
され、生活に困っている方
に対し、地域において自立
した生活が行えるよう、一
人ひとりの状況に応じた総
合的な支援を実施するため
「相談窓口」が設置されて
います。相談は無料で秘密
は厳守されますので、お気
軽にご相談下さい。

※こんな悩みのある方も相
談して下さい。
毅生活に困っているけど、
どこに相談しよう…
毅障害や疾病等があるけど
働きたい…
毅仕事を探しているけど自
分に合った仕事がない…
毅収入が少なく家賃が払え
ない…
など
相談 窓 口 ／ 相 談 支 援 セ ン
ターこみっと（静内高砂
町３‐６‐ ）
☎４２‐２４８８
問合せ／静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１

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。

外来診療の予約制の
開始について
町立静内病院では、外来
患者様の待ち時間を短縮
し、効率的な外来診察の運
用を目的に、次の診療科に
おいて予約制を導入してお
ります。また、内科外来に
おいては６月より予約制を
開始しましたので、お知ら
せします。
なお、予約されていない
方も受診は可能です。
予約診療科
循環器科、内科、婦人科、
呼吸器科、整形外科
予約方法
電話予約、又は受診終了
時での予約となります。
その他
毅予約されずに来院された
場合、お待ちいただくこ
とがあります。ただし、
病状によってはこの限り
ではありません。
毅他院からの紹介状をお持
ちの方は予約時にお申し
出下さい。
問合せ
町立静内病院
☎４２‐０１８１

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
【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)
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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 ８月14・28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

定期相談８月
講習日
月 日㈬～ 日㈭
講習場所
道庁別館地下１階大会議
室（札幌市中央区北３条
西７丁目）
提出書類
①受講願書（正副２部）

ピュアプラザおもちゃの病院

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 ８月７日（金） 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

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。

手話相談
と き 5日㈬、19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
27

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、８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】
・道町民税（２期分）
・国民健康保険税（３期分）
・後期高齢者医療保険料（２期分）
・保育所負担金（８月分）
・学校給食費負担金（８月分）
・町営住宅使用料（８月分）
・下水道受益者負担金（２期分）

町長三石在庁日
８月の税務日程

25

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。

法律相談（予約制）
と き ３日㈪、５日㈬、10日㈪、12日㈬、17日㈪、
19日㈬、24日㈪、26日㈬、31日㈪
13時30分～15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）
27

年金相談（完全予約制）
と き 19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

27
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25

人権（子ども含）・困りごと相談
と き 12日㈬、26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）
29

10

行政相談
と き ６日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
14

相談は無料です
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表
落札業者

福祉センター及び役場外書庫等解体工事

田湯タナカ建設㈱

６月11日入札結果
落札業者
㈱加渡土建
㈱道南
グローバル設計㈱
日高中部森林組合
日高東部森林組合
日高中部森林組合
㈱やまやす産業

咲梅山岸線改良舗装工事
三石地区第１簡易水道送配水管布設工事
三石地区簡易水道施設情報管理システム作成業務委託
静内地区林道路肩等草刈業務委託
三石地区林道路肩等草刈業務委託
静内農屋地区ほか下刈事業業務委託
旧教職員住宅解体工事

29,500 29,760 99.13
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）

20,180 20,260 99.61
17,910 18,480 96.92
3,800 4,080 93.14
1,710 1,754 97.49
2,459 2,548 96.51
2,600 2,680 97.01
1,773 1,910 92.83

６月18日入札結果

（単位：千円

入札工事・委託名

落札業者

歌笛地区管渠新設工事その２
目名６号線外舗装新設工事
清瀬川沿線改良舗装工事
三石旭町Ａ団地公営住宅（特公賃）外壁防水改修工事
三石本桐Ｅ団地公営住宅屋根葺替・外壁等塗装工事
静内清水丘団地公営住宅屋根葺替・外壁等塗装工事その１
静内清水丘団地公営住宅屋根葺替・外壁等塗装工事その２
静内ハウス団地電気設備移設工事
街路灯修繕工事
三石地区消火栓更新工事
樹木剪定業務委託
旭町西蓬莱線防雪施設更新調査設計業務委託その１
旭町西蓬莱線防雪施設更新調査設計業務委託その２
水道未普及地域解消事業調査実施設計業務委託
町道対策配水管新設等工事調査実施設計業務委託
基幹水道構造物耐震化事業調査実施設計業務委託
三石ダム堤体背面・堤体周辺草刈業務委託
旭ヶ丘公園草刈業務委託

㈱富岡建設
㈱やまやす産業
㈲須藤特殊工業
㈱富岡建設
㈱富岡建設
㈲滝井建設
㈲森田工務店
㈱錦戸電気静内支店
㈱錦戸電気静内支店
㈲坂本鉄工所
㈲下河原建設
㈱日高測量
北開工営㈱
東日本設計㈱
㈱引谷設計事務所
東日本設計㈱
㈲三研林業
㈲誠工業

就農相談会

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）

（単位：千円）

入札工事・委託名

▼

“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！
（単位：千円）

入札工事・委託名

▼

果

６月４日入札結果

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）

41,500 42,190 98.36
12,720 13,880 91.64
4,026 4,590 87.71
4,000 4,190 95.47
7,830 8,700 90.00
6,030 6,700 90.00
5,967 6,630 90.00
4,200 4,300 97.67
5,700 6,010 94.84
1,495 1,550 96.45
810 93.83
760
1,780 1,960 90.82
3,750 4,270 87.82
13,750 14,610 94.11
2,670 2,880 92.71
4,580 4,880 93.85
800 91.25
730
1,500 1,620 92.59

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８月９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
新ひだか町役場三石庁舎農政課 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

善意に感謝いたします

い や や

８月20日㈭

担

当

医

病

三石国保病院

小

町立静内病院

児

科・三浦医師

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
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名

循環器内科・小松院長

受付時間：13時30分 ~16時00分

広告

院

▼

日

環境衛生資金として

毅断っても、強引な勧誘が続く…
毅無料と聞いたのに、高額な請求をされた…
毅アダルトサイトに登録され、請求画面が表示された…

▼▼

月

「188！泣き寝入り！」
静寿園備品購入資金として
特別養護老人ホーム静寿園へ

お困りのときは、消費生活相談窓口に相談して下さい。
これまでどおり、役場担当課でも相談をお受けしています。

▼

▼

▼

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

特別養護老人ホーム蓬莱荘へ

７月１日より消費者ホットラインが３桁化

【消費生活相談窓口】静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課

☎43‐2111
☎33‐2111

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）

イオン北海道株式会社（代表取締役社長 星野三郎）
マックスバリュ北海道株式会社（代表取締役代表 出戸信成）
渡邉英樹（えりも町）
布類／山岸信子（静内御園、池田頼枝（静内豊畑）
タオル類／伊藤笑美子（東静内）
押し花絵／佐々木のり子（三石川上）
ウエス一式／三石老人クラブ（会長 藤江龍弘）
フェイスタオル一式／川上老人クラブ（会長 酒井英之）
広告

12

毅対 象
毅手続き

対象疾病に該当する方
対象疾病に罹患していることがわかる証明書
（診断書等）を持参し、下記担当課までサー
ビス利用の相談や申請をして下さい。
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するこ
とができます。

【問合せ】
静内庁舎福祉課
三石庁舎町民福祉課
広告
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☎43‐2111（内線153）
☎33‐2111（内線116）

【申し込みの際には】

【申込方法】
電話で苫小牧年金事務所に直接お申し込み下さい。
先着順で受け付けいたします。
※予約の受付状況によっては、申し込みを受け付け
られない場合があります。

①相談内容・希望の手続き内容を担当者に伝えて下さい。
例）
「年金を請求したい」
「年金受給見込み額を知りた
い」「年金受給者の死亡手続きをしたい」等
②相談したい方の「年金手帳」
「基礎年金番号通知書」
「年
金証書」等の番号を聞きますので、事前に用意して下
【予約申込受付期間】
さい。
相談月の第１営業日から予約の申し込みができます。
年金受給者の死亡関係については、遺族の有無、続
※期間中でも、予定の予約受付件数に達した場合は、
申込受付を締め切る場合があります。
柄等や遺族の方の番号も聞きますので、年金手帳及び
年金証書等を用意して下さい。
【申込確認の通知】
また、相談時間帯も希望があれば申し出て下さい。
予約された方には、相談日の前日までに予約確認済
なお、予約申込受付の状況により、ご希望時間に受け
の「お知らせ文書」を郵送しますので、当日相談会場
ることができないこともありますので、
ご理解下さい。
に持参し、相談対応職員に提出して下さい。
予約申込専用番号

☎ 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。

８月
日 月 火 水 木 金 土 相談日
８月19日㈬
１
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 予約申込期間
８月３日～17日
９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 相談会場
静内庁舎３階第２会議室
23 24 25 26 27 28 29
30 31

１．申込書の配布・受付

算『ごみ』は必ず分別してから決められた曜日、
時間に出しましょう。
算ごみステーションはごみ捨て場ではありません。
算他の自治会のごみステーションにごみを出して
はいけません。
算環境センターは通常通り受け入れしておりま
す。その際、10kg ごとに150円の処理料金がか
かりますが、町指定ごみ袋に入れる必要はあり
ません。ただし、粗大ごみは１m 以内に切って
搬入して下さい。

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129）
☎33‐2111（内線118）

日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

9月
水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

☎ 0144‐56‐9001

土 相談日
９月29日㈫
5
12 予約申込期間
９月１日～25日
19
26 相談会場
静内庁舎３階第２会議室

町有地先着順売払いを実施します

町内全域 ８月14日㈮・15日㈯

【問合せ】
静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課

【問合せ】苫小牧年金事務所

▼

次の日は『ごみ』の収集が休みとなります
ので、ごみステーションなどに『ごみ』を出
さないようご注意下さい。

年金相談（事務相談）は完全予約制となっていますので、事前に電話での申し込みが必要です。

▼

平成27年７月１日から「障害福祉サービス等」の対象とな
る疾病が、
「151疾病」から「332疾病」へ拡大されました。
対象となる方は、障害者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。

ごみ収集お休みのお知らせ

▼

「障害者総合支援法」の対象となる
疾病が332に拡大されました

▼

▽

▽

象 新ひだか町に住民票がある方
毅対
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、
毅内
健康づくり商品券で還元します。
毅対象項目 ①対象に含む予防接種
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各金額に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

年金相談のお知らせ

▼

▼

健康づくり商品券

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

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。

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
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
４ 静内柏台49番
土地 宅地
2,054.71 住宅専用地域
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
５ 静内春立176番４
建物 ブロック
51.53
151,000
築45年
３．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。
４．その他 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 ☎43‐2111（内線234）
広告
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情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
～ご案内を送付します～

１．給付の目的
平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられたことにより、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和
するために、暫定的・臨時的な措置として、
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

２．ご案内を平成27年８月21日㈮から次のいずれかに該当する世帯及び対象者へ送付します。
①平成27年１月１日時点で新ひだか町に住民票がある世帯
②平成27年５月31日時点で新ひだか町に住民票があり、かつ、６月分の児童手当を受給される方。
郵送された文書をよく読んで、対象となる可能性のある方は、同封されている返信用封筒に申請書・必要書
類を入れて返送して下さい。後日、申請内容を精査したあとに結果をお知らせいたします。

※８月28日を過ぎても郵送されていない場合は、お問い合わせ下さい。
３．申請は返信用封筒による提出のほか、窓口へ直接提出することもできます。
申請期間は８月24日㈪～11月24日㈫までとなっています。
※ＤＶ被害者や児童福祉施設等に入所している児童等は、新ひだか町で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談下さい。

子育て世帯臨時特例給付金 支給要件

臨時福祉給付金 支給要件

▼

▼

毅支給対象者
毅支給対象者
平成27年度分の住民税が課税されていない方。ただ
平成27年６月分の児童手当を受給される方。なお、特例
給付を受給されている方は、対象外です。
し、下記の場合は対象外です。
※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上のため、
・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
児童１人あたり月額5,000円を支給しているものです。
・生活保護の受給者である場合 など
毅対象児童
毅支給額 対象者１人につき6,000円
上記の対象となる児童。なお、「臨時福祉給付金」の対象
となる児童や生活保護の受給者となっている児童も含みます。
【申込み（問合せ）
】
毅支給額 対象児童１人につき3,000円
静内庁舎福祉課
☎43‐2111（内線443・457）
毅公務員の方
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線115・116）
勤務先より渡された申請書を使用して下さい。提出書類
については、８月に町から郵送されるものでご確認下さい。

楽しいぱくぱく食育教室のご案内

町では、子どもたちの食育を育むために、児童館・学童保育を利用する
小学生を対象として、
「楽しいぱくぱく食育教室」を開催しています。
毅目 的 ①間食を含む自身の食事の適量を知る。
②買うばかりではなく、自分で調理する楽しみを知る。
③肥満からくる疾患を予防する。
④子ども自身で健康な口腔維持ができる。
毅対 象 児童館・学童保育を利用する小学生
毅日 程
こうせい児童館
山手児童館
青柳児童館
みなと児童館
延出保育所
歌笛保育園

歯科編

栄養編①

栄養編②

７月 31 日㈮
13 時 00 分～
７月 30 日㈭
13 時 30 分～
８月３日㈪
14 時 00 分～
９月 10 日㈭
14 時 30 分～
10 月 15 日㈭
15 時 00 分～
10 月 31 日㈯
10 時 00 分～

６月 23 日㈫
15 時 00 分～
８月３日㈪
14 時 00 分～
８月７日㈮
14 時 00 分～
７月２日㈭
14 時 30 分～
７月 10 日㈮
15 時 00 分～
７月 11 日㈯
10 時 00 分～

２月５日㈮
15 時 00 分～
２月８日㈪
15 時 30 分～
１月 15 日㈮
14 時 00 分～
11 月 26 日㈮
14 時 30 分～
１月 22 日㈮
15 時 00 分～
12 月５日㈯
10 時 00 分～

【申込み】各児童館までお申し込み下さい。
【問合せ】健康推進課（静内保健福祉センター内） ☎42‐1287
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北方領土は
北
方領土は
日本固有の
日本固有の
領土です
領土です

“いつか”を“今”に。
日本の国土、北方領土

８月は
「北方領土返還要求
運動強調月間」です。
強化月間中は、各庁舎ロビー
等に署名スペースを設けますの
で、ご協力よろしくお願いいた
します。

平成27年８月１日診療分から

子どもにかかった医療費を
新ひだか町健康づくり商品券で助成します
毅対象となる子ども
15歳まで（満15歳になった日以降最初の３月31日まで）の子どもで下記の①、②どちらかに該当すること。
①診療日に子どもの住民票が新ひだか町にあること
②診療日に新ひだか町重度 ･ ひとり親家庭等 ･ 乳幼児等医療費助成の対象となっていること
毅対象となる医療費
医療費のうちの保険診療分で、各種医療費助成を適用した後の自己負担額が対象となります。
（食事療養費・健康診断料・文書料・交通費などは対象外です。）
毅商品券換算の計算方法
子ども１人ごとにかかった保険診療分の自己負担額を、診療月ごとに計算します。
申請ごとに計算し、500円未満の端数は切り捨てます。
毅必要書類
①子どもの保険証
②各種医療費助成を受けていることがわかるもの（対象者のみ )
※乳幼児等医療費受給者証や高額療養費など保険者からの支給決定通知書等
③医療機関等からの領収書等（領収印があり、保険適用内容がわかるもの）
④印鑑（シャチハタ不可）
毅申請方法
対象となる子どもの保護者からの申請を受け付けます。
静内庁舎福祉課 ･ 三石庁舎町民福祉課の窓口で申請して下さい。

<

注

意

>

偽造又は不正な手段により商品券の交
付を受けた場合は、商品券の額面に相
当する金額を返還してもらいます。

毅申請期限

診療日の翌月から６か月以内に申請して下さい。

【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119）

平成27年８月１日から

乳幼児等医療費受給者証が変わります
毅北海道内の医療機関及び調剤薬局で使用できるようになります。
（平成27年７月31日までは日高管内ほか一部の医療機関等のみ使用可）
平成27年８月１日からは北海道内の医療機関等窓口で助成が適用されますので、役場で払い戻し
の手続きをする必要がなくなります（柔整等一部を除く）
。
保険証と一緒に忘れずに医療機関等窓口へ提示して下さい。
毅北海道外で受診した場合や提示を忘れた場合は、いったん医療費を支払った後に、静内庁舎福祉課・
三石庁舎町民福祉課で払い戻しの手続きをして下さい。
毅自己負担額は今までどおりですが、保険診療分の自己負担額については、子ども医療費助成健康
づくり商品券の対象となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
◇北海道内で使用できる受給者証（乳初の場合）の例
①「公費負担者番号」が表示されている
② 有効期限が「平成27年８月１日」以降となっ ձ
ている
③「北海道外の医療機関では使用できません。
」
と表示されている
ղ

【問合せ】静内庁舎福祉課

☎43‐2111
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患者通院バスの
追加運行

食と運動に関する調査
町では、北海道大学大学
院医学研究科公衆衛生分野
と共同で「北海道民の食と
運動」の調査を実施します。
町内在住の ～ 歳で無
作為に選ばれた方々に、食
事や運動などの生活習慣に
関する調査票をお送りさせ

ていただいております。得
られる結果は、健康づくり
の政策にとって非常に重要
なものとなります。調査対
象に選ばれた方々には、趣
旨をご理解いただき、ぜひ
ともご協力くださいますよ
うお願いいたします。
問合せ
静内保健福祉センター
☎４２‐１２８７

30

15 19

30

㈱日本マンパワー
☎ ０１２０‐１８９‐９７７
０１１‐２２１‐０５６３

電子メール

http://www.nipponma
npower.co.jp/

平成 年分
路線価図等について

自動車事故対策機構
札幌主管支所
☎ ０１１‐５５１‐２１４５

年金情報流出による
詐欺に注意

路 線 価 図 等 は、 国 税 庁
ホームページで閲覧できる
ほか、全国の税務署でパソ
コンにより閲覧できます。
なお、平成 年１月から
相続税の基礎控除額が５，
０００万円＋（１，０００
万円×法廷相続人の数）か
ら３，０００万円＋（６００
万円×法延相続人の数）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
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

事務所へご相談下さい。
問合せ／日本年金機構
専用電話窓口
☎ ０１２０‐８１８２１１
（平日及び土日８時 分
～ 時 分 、通話料無料）

「発達障がい」を持つお
子さんとの関わりの中か
ら、「 障 が い 」 に 対 す る 理

発達障がいに関わる講演会

27

知っていますか？
建退共制度
建退共制度は、中小企業
退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と
建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された
退職金制度です。
こ の 制 度 は、 事 業 主 の
方々が、労働者の働いた日
数に応じて掛け金となる共
済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働
くことをやめたときに建退
共から退職金を支払うとい
う、いわば業界全体での退
職金制度です。
詳しくは、最寄りの建退
共支部までお問い合わせ下
さい。
問合せ／建退共北海道支部
☎ ０１１‐２６１‐６１８６

解と、障がいを持つ「お子
さん」への理解についてお
話いただきます。
と き／８月 日㈰
時 分～ 時 分
ところ
日高町立富川公会堂
講 師／田中 康雄先生
（こころとそだちのクリ
ニックむすびめ院長）
定 員／１５０名程度
入場料／無料
申込み（問合せ）
公益社団法人 北海道家
庭生活総合カウンセリン
グセンター
☎ ０１１‐２５１‐６４０８
０１１‐２７１‐５６０８

14

静内パークゴルフ協会
は、パークゴルフの日に町
民対象のパークゴルフ大会
を開催しますので、多数の
参加をお待ちしております。
と き／８月９日㈰
８時 分～８時 分受付
※小雨決行、雨天時８月
日㈪
ところ／静内川右岸パーク
ゴルフ場
対象者／新ひだか町民
参加料／５００円
（高校生以下無料）
パークゴルフ場使用料は
各自負担願います。
競技 方 法 ／ ホ ー ル ス ト
ロークプレー（中学生は
はくちょうコース）
その他／表彰・抽選会があ
ります。参加者全員に飲
料を配布します。
申込締切／７月 日㈮
申込み（問合せ）／静内川
右岸パークゴルフ場掲示板
の申込書、または静内パー
クゴルフ協会事務局
☎４２‐６２３８

パークゴルフ大会
参加者募集

道の仕事に関して、皆さ
ん自身の利害に係わる苦情
は「苦情審査委員」に申し
立てができます。
苦情の解決に向けて、皆
さんに代わって「苦情審査
委員」が中立的な立場で、
道の業務や制度の内容の調
査等を行います。
なお、個人情報の保護に
は十分配慮します。

北海道苦情審査委員
制度のお知らせ

℻

就業促進事業

12

相続税・贈与税の土地な
どの評価に用いる、平成
年分の路線価図等を７月１
日㈬から公開しています。

町では、次のとおり、西
川・川合・東静内方面の患
者通院バスを追加運行しま
す。
運行日／７月 日㈪、 日
㈭、８月３日㈪、６日㈭、
日㈪、 日㈭、 日㈪
運行経路／西川大橋⇓西川
生活館⇓原達也宅前⇓豊
年橋前⇓下村繁正宅前⇓
川合西川三叉路前⇓旧川
合小学校前⇓落合秀成宅
前⇓大城久男宅前⇓あけ
ぼの入口
始発時間
８時 分（西川大橋）
問合せ／健康推進課（静内
保健福祉センター内）
☎４２‐１２８７
00

shokumono@nmp-g.jp
申込締切／８月 日㈬
その他／筆記用具、昼食を
用意して下さい。
毅合同企業説明会
と き／８月 日㈮
時 分～ 時 分
（入退場自由）
ところ／町公民館
対 象／仕事をお探しの方
参加料／無料
申込み／不要
その他／参加企業はホーム
ページをご覧下さい。
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９３）
ホームページ
15 21

℻

11

北 海 道 で は、「 食・ も の
づくり産業」就業促進事業
として、次のとおり就職活
動応援セミナー及び合同企
業説明会を開催します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
毅企業見学会・就職活動
応援セミナー
と き／８月 日㈬
９時 分～ 時 分
ところ／町公民館
対 象／仕事をお探しの方
定 員／ 名
参加料／無料
申込方法／電話、ＦＡＸ、
電子メールのいずれかで
事前に申し込み下さい。
申込み先

30

日本年金機構への不正ア
クセス事案では、皆さんの
年 金 情 報 が 流 出 し、 ご 迷
惑、ご心配をおかけしてお
ります。
政府は、皆さんの年金を
守ることを最優先に取り組
んでいます。あわせて、皆
さんにお気をつけいただき
たいことがあります。
「年金情報流出」を口実に
した犯罪にご注意下さい。
毅この件でお客様に電話や
メールで連絡すること
は、一切ありません。
毅この件でお客様にお金や
キャッシュカードを要求
することは、一切ありま
せん。
毅この件でお客様にＡＴＭ
の操作をお願いすること
は、一切ありません。
ご自分の情報が流出して
いるのではないか…などご
心配の方は、次の専用電話
窓口、またはお近くの年金

10

30

30

30
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苦情窓口／道庁「道政相談
☎ ０１２５‐５２‐２７７４
センター 各
、 総合振興局
０１２５‐５２‐９１７７
｣
（振興局）
「道政相談室」
申立方法／「苦情申立書」
交通遺児等育成資金貸付
に苦情などを記載し、郵
・介護料支給のご案内
送、ＦＡＸ，メールでも
申し立てできます。
ナスバ（自動車事故対策
※詳しくはお問い合わせ下
機構）は、自動車事故被害
への援護事業等を行ってい
さい。
る国土交通省所管の独立行
問合せ／北海道総合政策部
知事室道政相談センター
政法人で、重度の後遺障害
☎ ０１１‐２０４‐５５２３
を負われた方への介護料の
支給と交通遺児等への育成
０１１‐２４１‐８１８１
資金の無利子貸付業務を
電子メール
kujyou.koueki@pref. 行っております。
詳しくはお問い合わせ下
hokkaido.lg.jp
さい。
毅介護料支給
入校前適性相談の実施
対 象／自動車（バイク含
む）事故による重度後遺
障害（脳損・脊損）によ
り介護を要する方
支給額／後遺障害の程度に
応じて月額２９，２９０
円～１３６，８８０円
毅交通遺児等育成資金貸付
対 象／自動車（バイク含
む）事故により死亡また
は重度後遺障害（脳損・
脊損）を負われた方の義
務教育終了前の子弟
貸付額／月一定額（無利子）
問合せ

31
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30

27

国立北海道障害者職業能
力開発校では、求職中の障
がい者（応募希望者）の入
校前適性相談を実施しま
す。
詳しくは、当校または最
寄りの公共職業安定所まで
お問い合わせ下さい。
実施期間／７月１日㈬～
平成 年３月 日㈭
問合せ
国立北海道障害者職業能
力開発校
（砂川市焼山 番地）

℻
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情報ボックス
情報ボックス

町職員

新ひだか町静内御幸町３
丁目２番 号
新ひだか町役場総務課
☎ ０１４６‐４３‐２１１１
（内線２１４）
毅保育士（臨時職員）
採用人数／１名
採用年月日
平成 年 月１日
任用期間／６か月
勤務場所
静内子育て支援センター
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保育士の資格又は児童福
祉に熱意を持った健康な
方
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（ 見 込
み）証明書
③資格を証する書類の写し
（資格を有する者のみ）
毅放課後児童支援補助員
（パートタイム職員）
採用人数／２名
採用年月日
平成 年 月１日

任用期間／６か月
勤務場所
静内地区の児童館
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児童福祉に熱意を持つ健
康な方
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（ 見 込
み）証明書
毅調理員（臨時職員）
採用人数／１名
採用年月日
平成 年 月１日
任用期間／６か月
（任用更新の可能性あり）
勤務場所／静内保育所
応募資格
調理師の資格又は調理業
務経験のある健康な方
応募書類／各１通
①履歴書（自筆、上半身写
真貼付）
②資格を証する書類の写し
（資格を有する者のみ）
【共通事項】
応募締切
８月 日㈮（必着）

きはオープンになります。
参加料／試合当日徴収
１ペア ３，０００円
（軽食付）
申込締切／８月８日㈯
※募集定員になり次第、締
め切ります。
申込 方 法 ／ Ｆ Ａ Ｘ， 電 子
メール、郵便のいずれか
の方法でお申し込み下さ
い。
申込み
〒０５６‐０００３
新ひだか町静内旭町１丁
目 番 号
嵐 幸恵
４３‐３１１３
電子メール

10

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９月中旬（予定）
申込期間
７月 日㈬～８月５日㈬
申込み（問合せ）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
16

毅保健師（正職員）
採用人数／１名
採用年月日
平成 年４月１日
応募資格
①保健師免許を有する又は
保健師養成学校・大学新
卒者であって保健師免許
取得見込みであること
②普通自動車免許を有する
又は取得見込みであるこ
と
③欠格条項に該当しないこ
と（地方公務員法第 条）
応募書類／各１通
①履歴書（顏写真付）
②保健師免許証の写し又は
取得見込み申立書
③自動車運転免許証又は取
得見込み申立書
④最 終 学 歴 の 卒 業（ 見 込
み）証明書
※②、③の申立書は任意様
式
応募締切
９月 日㈬︵必着）
試験内容／作文、面接試験
試験期日／別途通知
（ 月中旬を予定）
応募先（問合せ）
〒０５６‐８６５０
28

③採用者に対し、記念品を
※１団体２名のエントリー
贈呈します。
となります。
応募先（問合せ）
参加料
〒０５６‐８６５０
１団体 ２，０００円
募集期間／７月 日㈪～
新ひだか町静内御幸町３
８月 日㈮
丁目２番 号
※定員になり次第、締め切
新ひだか町役場企画課
☎４３‐２１１１
ります。
４３‐３９００
その 他 ／ 応 募 の 際 は、 名
電子メール
前・住所・電話番号・曲
名と歌手名をお知らせ下
kikaku@shinhidaka.
さい。１人１曲２番まで
hokkai.jp
歌えます。
申込み（問合せ）
輝け！カラオケ夢舞台
町公民館
☎４２‐００７５

27
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50
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と き／８月 日㈰
８時 分エントリー
９時 分開会式
※雨天中止
（当日６時 分決断）
ところ／静内川河川敷右岸
テニスコート
募集種目
毅男子ダブルス
ペア
毅女子ダブルス
初心者
８ペア
オープン
ぺア
※初心者の参加が少ないと

（松原）

shouwa@wondaer.ocn.
ne.jp
問合せ
シベチャリオープンテニ
ス大会実行委員会
☎ ０９０‐１５２９‐９２１６
（高田）
☎ ０９０‐３１１２‐３５７７

31

27

シベチャリオープン
テニス大会

27

10

と き／９月６日㈰
時 分～
ところ／町公民館
毅一般の部
定 員／ 名（組）
対 象／町内にお住まいの
中学生以上の方
（グループ参加大歓迎）
参加料／無料
毅子どもカラオケ夢舞台
定 員／ 名（組）
対 象／小学生以下
（親子参加も大歓迎）
参加料／無料
毅団体の部
対 象
町内でカラオケ活動をし
ている団体

11
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試験内容／面接試験
試験期日／別途通知
（９月上旬頃予定）
応募先（問合せ）
〒０５６‐８６５０
新ひだか町静内御幸町３
丁目２番 号
新ひだか町役場福祉課
☎ ０１４６‐４３‐２１１１

10 28

30

30

（内線１１２）
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入居者募集住宅
ていますので、多数の応募
をお待ちしています。
ポスターにつきまして
は、町内公共施設、飲食店
等に掲示する予定です。
応募資格／新ひだか町民
作品内容
将来に向かって新ひだか
町が発展していくメッ
セージ性があるもの。
原則として 文字以内。
応募方法
次の事項を明記のうえ、
はがき、電子メール、Ｆ
ＡＸで送付、または窓口
まで提出して下さい
①作者名
②連 絡 先（ 住 所、 電 話 番
号、メールアドレス）
③性別・年齢
④職業
締 切／８月 日㈪（必着）
発表方法
採用者に通知するほか、
広報誌等で発表します。
なお、不採用者に対する
通知はしません。
その他
①応募作品は、未発表のも
のに限ります。
②採用作品については、一
部修正して使用すること
があります。
25

10

町誕生 周年にかかる
スローガンの募集
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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
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
12Ｄ棟12号
２ＬＤＫ
20,100～29,900
57.70
有
水洗
Ｈ12
三石緑ヶ丘
14Ａ棟21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
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
23,400～34,800
76.30
有
水洗
Ｈ９
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。
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21

新ひだか町は、平成 年
３月 日で誕生から満 年
を迎えます。
現在、新ひだか町誕生
周年記念事業実行委員会で
は、平成 年度に新ひだか
町誕生 周年記念行事を開
催することで準備を進めて
いますが、この記念すべき
節目の年を、町民の皆さん
とともに祝い、新たな時代
に向けて心ひとつに向かっ
ていく機会にしたいと考え
ています。
そこで、新ひだか町誕生
周年にかかる「スローガ
ン」を町民の皆さんから募
集し、これをＰＲポスター
等に掲げていきたいと考え
10

20
21

24

16

情報ボックス
情報ボックス

▼

花いっぱいコンクール

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２年を経過
していない方
②平成 年３月までに高等
学校又は中等教育学校を
卒業する見込みあるの方
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／約 名
受付期間
郵送・持参
８月 日㈭～８月 日㈪
電子申請
８月 日㈭～９月７日㈪
試験日
第１次試験
月 日㈯～ 月１日㈰
問合せ／浦河海上保安署
☎ ０１４６‐２２‐９１１８

北海道警察官採用試験

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
名
Ａ区分女性
名
Ｂ区分男性 １６０名
Ｂ区分女性
名
受付期間
郵送・持参
８月 日㈫～ 日㈬
電子申請
８月 日㈫～ 日㈮
試験日
第１次試験 ９月 日㈰
試験地
札幌市、新ひだか町等
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

赤十字絵画コンクール

00

コミュニティ運動協議会
では、環境美化運動の一環
として毎年コンクールを開
催 し て い ま す。 学 校 や 職
場、自治会、または自宅の
庭などで花壇をつくって参
加してみませんか。
応募お待ちしています。
応募区分
①団体の部（学校・職場・
自治会等）
②個人の部
応募期間／９月 日㈭まで
応募方法
所定の応募用紙に花壇の
写真（５枚以内、うち１
～２枚は全体写真）を添
えて応募下さい。
※撮影に伺うこともできま
す。
応募先（問合せ）
コミュニティ運動協議会
事務局（町公民館内）
☎４２‐００７５

20

たくさんの応募お待ちし
ています。
対 象／町内在住又は以前
在住されていた高校生以
上の方
募集 原 稿 ／ 短 歌（ ７ 首 ）
、
俳 句・ 川 柳（ ７ 句 ）
、詩
（１００行以内）
、創作・
評 論（ １ ０ ０ 枚 程 ）
、随
筆・ 随 想（ 枚 前 後 ）
、
表紙絵（絵画、工芸品、
写真）
応募規格／いずれも４００
字詰めで縦書きの原稿用
紙を使用して下さい。
※作 品 に は、 題 名、 作 者
名、文末には、住所、氏
名（ 本 名 ）
、電話番号を
明記して下さい。
募集期限／８月末日（必着）
応募先（問合せ）
新ひだか町静内山手町３
丁目１番１号
新ひだか文芸刊行委員会
委員長 竹田雄三
☎４２‐５６４４
副委員長 桑嶋敏
☎４２‐４６０９
応募資格／道内にお住まい
の小学校、中学校、高等
学校の児童・生徒
絵画の内容／「赤十字」と
聞いて、イメージするこ
とを自由に描いて下さい。
※画 面 に は 必 ず『 赤 十 字
マーク』を含めて下さい。
※献血運動のみの絵画は除
きます。
※コ ピ ー し た 物、 切 り 抜
き、パソコンによる編集
等は選考対象外としま
す。
絵画の寸法／八つ切り又は
四つ切りとします。
応募 方 法 ／ 作 品 票 に 学 校
名、学年、氏名、作品名
を記入し１作品ごとに裏
面に貼付して下さい。
応募締切／ 月 日㈮
応募先（問合せ）
〒０６０‐０００１
札幌市中央区北１条西５
丁目
日本赤十字社北海道支部
『赤十字絵画コンクール
係』宛
☎ ０１１‐２３１‐７１２７

Ａｉｂａ祭

らくご

00

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）

▼

10

と き／８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

16

20

と き／８月８日㈯
時 分～ 時 分
ところ／崇徳寺
（三石歌笛５９５）
開催内容／「林家とんでん
平」
、
「甘味家ぷーさん」
、
「茶摘家ちゃっきり」の
３名による落語会
鑑賞料／無料
問合せ／崇徳寺
☎３５‐３３５４

おてら

00

de

17

18

10

10 65

35

58

地
舎
地 20,632㎡（グラウンド含む）
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
舎

20

敷
校

26

●旧川上小学校（三石川上133番地）

敷
校

21

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

12,792㎡（グラウンド含む）
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

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）

11

●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

敷
校

31

10

【問合せ】静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）

11

14,783㎡（グラウンド含む）
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

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）

50

11

27

28

27

27

31

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、静内庁舎管財契約課窓口で「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。

58

●旧春立小学校（静内春立349番地１）
●旧川合小学校（静内川合108番地）

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
敷
校

10

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

「新ひだか文芸」の
作品募集

女子

10

30

※上記コース以外にも、指揮官・研究者等を目指す「防衛大学校学生」コース
ナースを目指す「防衛医科大学校・看護学科学生」コースや
医師を目指す「防衛医科大学校・医学科学生」コース等も募集します。
【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所 ☎44‐2855（直通）
自衛官募集相談員
右田辰男：0146‐44‐2425
泉山武男：0146‐42‐4855
出口弘史：0146‐32‐3109
蚊野芳春：0146‐42‐2637

海上保安大学校
学生採用試験

９月８日㈫まで ９月25日㈮～29日㈫
※いずれか１日を指定されます。

受験資格

自衛官候補生

「新ひだか文芸」第 号
に掲載する原稿を次のとお
り募集します。

高校卒業（見込み含）
21歳未満の方

▼

航空学生（男女）

22
23

▼

自衛官募集案内

陸・海・空自衛
隊のコース

10

応募資格

第１次試験：９月23日㈬
海・空自衛隊の
第２次試験：10月17日㈯～22日㈭
第３次試験：11月14日㈯～12月17日㈭ パイロットを養
成するコース
９月８日㈫まで ※いずれか１日を指定されます。
第１次試験：９月18日㈮、又は19日㈯
第２次試験：10月８日㈭～14日㈬
※いずれか１日を指定されます。
一般曹候補生（男女）

採用試験
受付期限
募集コース

別途お知らせします。
18歳以上27歳未満の方
男子

体育館あり
17,334㎡（グラウンド含む）
昭和30年築 木造平屋建739㎡
地
舎
敷
校

情報ボックス
情報ボックス

町民芸術鑑賞会
落語を楽しむ会
と き／８月９日㈰
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
開催内容
「 林 家 と ん で ん 平 」「 釘
打 亭 ト ン カ チ 」、「 甘 味
家 ぷ ー さ ん 」、「 茶 摘 家
ちゃっきり」の４名によ
る落語会
対 象／新ひだか町民
鑑賞料／無料
問合せ／町公民館
☎４２‐００７５

き／８月２日㈰

ＤＲＵＭ ＴＡＯ
と

① 時 分開場
② 時 分開場
ところ／町公民館
入場料
全席自由 ６，０００円
※６歳未満入場不可
問合せ／おかだ薬局
☎４３‐３８６８

障がい福祉タウン
ミーティング

30 30

町障がい福祉タウンミー
ティングは、地域で暮らす
障がいのある方々の生活や
ニーズ・困りごとなどを把
握し、より良い支援体制づ
くりや相談体制づくりに反
映させることを目的に開催
しています。

と き／８月 日㈭
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
内 容
講演「障害者福祉の基礎
理念と新しい視点につい
て」
講 師／田中 耕一郎氏
（北星学園大学社会福祉
学部教授）
申込期限／８月 日㈪
申込み（問合せ）
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
４３‐３９００

静内合唱団ブリューテ
定期演奏会

マラソン大会
参加者募集

申込期限／９月 日㈫
毅支援ボランティア
申込期限／８月 日㈮
申込み（問合せ）
シベチャリマラソン・駅
伝大会実行委員会事務局
町教育委員会体育振興課
（静内体育館内）
☎４２‐００４８

30

今年度の開催日程は、次
のとおりとなっております。
また、これらの大会を町
全体で盛り上げ、参加者が
安全に走れるようにサポー
トするボランティアを募集
します。
たくさんの方々の参加を
お待ちしております。
毅シ ベ チ ャ リ マ ラ ソ ン 大
会・二十間道路ハーフマ
ラソン大会
開催日／９月６日㈰
申込期限／７月 日㈪

18

30

静内合唱団 ブリューテ
は、第 回定期演奏会を開
催します。皆様のご来場を
お待ちしています。
と き／８月 日㈰
時 分～（開場）
ところ／町公民館
入場料／無料
問合せ
静内合唱団ブリューテ
団長 潮みち子
☎４３‐２９７７

25

毅シベチャリ駅伝大会
開催日／ 月 日㈰

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા
目 ｍか ｍ
参加料／２５０円
（小中学生無料）
応募期限
７月 日㈬ 時まで
申込み（問合せ）
静内温水プール
☎４２‐６３２２

ソフトテニス教室

50

と き／８月 日㈫、
日㈮、 日㈫
時 分～ 時 分
ところ
町三石テニスコート
※雨天時は町三石スポーツ
センターで実施します。
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／８月 日㈫
（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８
19 21

パークゴルフ場
無料開放
静内川右岸パークゴルフ
場及び三石蓬莱山公園パー
クゴルフ場を次のとおり無
料開放します。
と き
８月８日㈯・９日㈰
６時 分～ 時 分
※管理棟で受け付けをして
からご利用下さい。
問合せ
町静内体育館
☎４２‐００４８
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１

29

14

17

18

20

27

00

競泳スプリント
タイムトライアル

25

11

19

24

いいことづくし。
海岸線では日高昆布漁が盛
んで、今回も天気の良い日に
早朝から昆布干しを見ること
ができた。その姿は壮観その
もの。
静内川の支流で、まさに目
の前を水面に背びれをだし流
れに向かって上っていくサケ
の姿を見ることが出来た。こ
れは初めて見た光景だ。力強
くて感動ものだった。
涼 夏 少 雪！ 新 ひ だ か 町 の
キャッチコピーのとおり、雪
下ろしの要らない北海道。冬
もイイかも・・・と思える生
活しやすい素敵なまちでした。
でも心残りがひとつ。春立
を歩いているときに知り合っ
た昆布漁の漁師さん。朝、船
に乗ってみないかと誘われた
のに実現しなかったこと。ま
た 必 ず 訪 れ ま す。 心 温 か い
ほっこり感のまち、新ひだか
町に。

00

29

00
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30

18

℻

24
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30

と き／８月１日㈯
時 分～
ところ／町静内温水プール
対 象／町内にお住まいの
小学生以上の方
定 員／ 名（先着順）
種 目／板キック、クロー
ル、背泳ぎ、平泳ぎ、バ
タフライの５種目で各種
10

20 27

30

15

新ひだか町暮らしの感想を伺いました

30

28

30

12

17 13

日高エリアで思い浮かぶの
は、
「昆布」と「馬」くらい。
我が家で「乗馬」なんて超贅
沢な遊びだし、昆布も出汁と
して冬場の鍋料理に使うくら
い。北海道でも富良野とか札
幌ならイメージわくけれど・・
何しよう？のんびりと過ごそ
うか？と、これといった計画
はなかった出発前。
平成の大合併でそれまでの
静内町と三石町が合併した広
大な新ひだか町のウリは「涼
夏 少 雪 」、「 優 駿 桜 国 」。 雪 は
少なく夏は涼しいと、気候は
良いことづくし。景色は競走
馬のふるさとや二十間道路桜
並 木。 住 環 境（ 静 内 地 区 ）
は、国道沿いに大型スーパー
や家電量販店、ファストフー
ド店が林立する生活しやすい
場 所。 静 内 川 は パ ー ク ゴ ル
フ、テニス、スケート、サッ
カー、野球ができる大きな公
園 が あ り、 秋 に は 鮭 が 遡 上
し、冬には白鳥が飛来する。
我が家も車が通らない長い河
川敷で散歩、ランニングと毎
日あきることなく出かけた。
近隣の新冠、浦河、日高と
サラブレッドの町で代わり映
えはしないのかと思っていた
が、ここはサラブレッドの産
地であり育成牧場も多い。そ
う、仔馬が多いのだ。癒され
るよ。名馬も鑑賞できるし、
ちょっと暮らし交流ツアー参加者募集！

00

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した大分県の
若原さんから体験記が届きましたので、紹介します。
若原さんは昨年９月３日から９月16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。

13

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 ８月11日㈫
８時30分～12時30分
集合場所 町公民館
定
員 ５名程度（先着順）
受付期間 ７月30日㈭～８月５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）

優嗣さん、里美さんご夫婦
若原
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ちょっと暮らし体験記
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情報ボックス
まなびの広場

