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民生委員児童委員の委嘱

らしやすいものにするた
めに、さまざまな活動を
行ったり、暮らしに関す
る相談を受けています。
困ったことや心配ごと、
援助を必要とする相談に
は、住民の立場にたって
対応します。お気軽にご
相談下さい。

新規高卒者
雇用促進助成金

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

エゾシカが増えています

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風俗営業等の規則及び業
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
ていること
⑤新規卒業者を雇用した日
前６か月の間に、事業主
都合による離職者がいな
いこと

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)

※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。

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。
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

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）

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 ９月11・25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

う対応となります。
エゾシカは、直接人を襲
うことはありませんが、繁
殖期に放牧中の軽種馬が、
雄鹿に襲われるという事故
が発生しています。
驚かすなどして興奮する
と事故や怪我につながるこ
ともありますので、近寄ら
ないよう注意をお願いしま
す。
また、自動車とエゾシカ
の「衝突事故」にもご注意
下さい。
なお、駆除の際には駆除
員の指示に従って下さい。
問合せ
三石庁舎水産林務課
☎３３‐２１１１

参加料／無料
申込期限／９月１日㈫
申込み（問合せ）／新ひだ
か町社会福祉協議会
☎４３‐３１２１

家畜商講習会

ピュアプラザおもちゃの病院
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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。
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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。

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 ９月９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

町は、農林業の被害を及
ぼすエゾシカの個体数を調
整するため、捕獲を行って
います。
捕獲には通常、銃器を使
用するため、市街地での捕
獲は難しく、山林へ追い払

講 師／片山智博氏（北海
道発達障害者支援セン
ターあおいそら チーフ
コーディネーター）
対 象／福祉施設や学校、
幼稚園や保育所等の支援
者又は関心のある方
申込期限／９月 日㈮
申込み（問合せ）／新ひだ
か町障がい者自立支援協
議会事務局（静内庁舎福
祉課内）
☎４３‐２１１１
（内線１５３・１５４）

介護サービスセミナー

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）
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）
25

手話相談
と き ２日㈬、16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

人権（子ども含）・困りごと相談
と き ９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）
11

30

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、９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】
・固定資産税・都市計画税（３期分）
・国民健康保険税（４期分）
・後期高齢者医療保険料（３期分）
・保育所負担金（９月分）
・町営住宅使用料（９月分）
・学校給食費負担金（９月分）
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法律相談（予約制）
と き ２日㈬、７日㈪、９日㈬、14日㈪、
16日㈬、28日㈪、30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）

９月の税務日程

年金相談（予約制）
と き 29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。
30

欠員となっていました静
内神森（道道から三中側。
た だ し、 １ ～ ８、２ ３ ７ 以
外）の民生委員児童委員
に、辻 均氏が委嘱されま
したのでお知らせします。
連絡先／辻 均氏
静内神森 番 号
☎４２‐２０４０
※民生委員児童委員は、民
生委員法により、国・北
海道から委嘱されます
が、皆さんと同じ住民の
一人であり、活動はボラ
ンティアです。地域を暮

30

定期相談９月
介護サービス事業所はい
かに質の高い介護サービス
を利用者に提供することが
できるのか、介護サービス
関連事項についての研修を
行います。
と き／９月４日㈮
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
テーマ／寝たきりにならず
に、自宅で「平穏死」
講 師／長尾和宏氏（医療
法人社団 裕和会 長尾ク
リニック 理事長・院長）
対 象／介護サービスに関
心のある方
20

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）

20

行政相談
と き ３日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室

30

14

自閉症支援実践研修

30

00 25

相談は無料です
18

14

10

発達障がいや自閉症児・
者の方々の日々の支援に欠
かせない基礎情報やアプ
ローチの方法について、３
回コースで学ぶことができ
ます。
と き
①９月 日㈬
② 月８日㈭
③ 月 日㈬
時 分～ 時 分
ところ／役場静内庁舎
内 容
①自閉症の理解と見立て
②自閉症バリアフリー
③行動マネージメント
18 11 10

12
13
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▼▼▼▼▼▼▼▼

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）

▼

札

結

▼

静内地区汚水幹線工事その１
幹線林道福美線改良（法面）工事
立木伐木除根工事
入船生活館改修工事
中学校網戸取付工事
総合ケアセンター直流電源装置更新工事
三石旭町Ａ団地公営住宅（特公賃）電気温水器等改修工事
三石地区第２簡易水道配水管布設工事その１
静内温泉線改良舗装工事
桜川調査設計業務委託
橋梁長寿命化実施設計業務委託その１
老朽管更新工事調査実施設計業務委託
静内地区汚水幹線調査設計業務委託その１
静内地区家屋調査業務委託
入船生活館改修工事監理業務委託
静内柏台団地公営住宅等建設実施設計業務委託

公

～平成27年８月１日診療分から～
年齢
入院
０歳から就学前
○
小学校１～６年生
○
中学校１～３年生
○
○ ･･･ 健康づくり商品券の対象です。

表
（単位：千円）

落札業者
㈱出口組
㈱ニッケン
㈱澤田工業所
㈱富岡組
㈲船場建設
㈱新興電気静内支店
㈱長嶺設備工業
㈲伊藤配管設備
さくら佐藤建設㈱静内支店
メルテックコンサルタント㈱
㈱豊水設計
東日本設計㈱
㈱ＮＪＳ札幌事務所
㈱ズコーシャ札幌支社
㈱建築工房
㈱アトリエアク

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）

38,080
9,500
4,883
15,400
1,510
14,500
3,640
5,590
2,480
3,872
8,257
1,950
5,600
450
750
8,900

７月23日入札結果
入札工事・委託名

本町海岸線改良舗装工事その１
本町本桐線改良舗装工事
ピュア施設改修工事その１
青少年会館外壁補修工事
ピュア施設改修工事その２
ピュア施設改修工事その３
水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事１工区
水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事２工区
本桐下美野和線舗装改修工事
豊畑本線舗装改修工事
橋梁長寿命化実施設計業務委託その２
高砂１丁目９号線外調査設計業務委託
道路付属物点検調査業務委託
三石消防団第二分団第二消防部詰所新築工事
広告

果

７月９日入札結果
入札工事・委託名
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☆医療費の助成範囲が広がりました☆

一般資金として
新ひだか町水道工事業協会（会長 木原 訓）
観光振興資金として
新ひだか建設協会（会長 幌村 司）
町内各小中学校へ
水廻り等設備点検／新ひだか町水道工事業協会（会長 木原 訓）
三石国民健康保険病院運営資金として
佐伯武昭（三石鳧舞）
特別養護老人ホーム静寿園備品購入資金として
明内 務（静内吉野町）
三石国民健康保険病院へ
輸液ポンプ／㈱中村薬局（代表取締役 中村亨一）
特別養護老人ホーム静寿園へ
布類／中村香代子（静内中野町）、越田章子（静内豊畑）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
タオルケット／中西修子（三石東蓬莱）
ウエス／大溝高義（三石本町）

入

39,020
9,790
5,550
15,740
1,510
15,190
3,850
5,680
2,690
5,270
11,230
2,120
5,960
500
800
9,160

97.59
97.04
87.99
97.84
100.0
95.46
94.55
98.42
92.19
73.48
73.53
91.98
93.96
90.00
93.75
97.16

（単位：千円）

落札業者
㈱海馬澤組工業
㈲下河原建設
㈱伊藤組
㈲多田鋼業
㈱新興電気静内支店
㈱日高設備
飯田工業㈱
㈱長嶺設備工業
北進道路㈱
丸建道路㈱札幌支店
㈱日高測量
新和測量㈱
北海道キング設計㈱
㈱石井組

子ども医療費助成 健康づくり商品券

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス

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）

6,659
7,693
25,500
3,292
8,430
3,360
23,997
16,230
4,400
4,340
1,850
2,040
6,100
14,600

7,600
8,830
26,180
3,640
8,750
3,470
24,373
16,737
4,590
4,610
2,040
2,190
7,030
14,910

87.62
87.13
97.40
90.44
96.34
96.83
98.46
96.97
95.86
94.14
90.69
93.15
86.77
97.92

乳幼児等の拡大範囲
通院
○
○
○

乳幼児等医療費受給者証が全道で使用できるようになりましたので、受診する際は、
保険証と併せて受給者証を忘れずに提示して下さい。

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。切り捨てた額は、次回申請に繰り越せませんので、診
療月ごとにまとめて申請して下さい。
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。
毅申請期限

<

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。

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）
広告
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散歩のマナー守っていますか？

▽

▽

▽

▽

おしっこの場所にも
気をつけましょう。

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

▽

フンは飼い主が
持ち帰って下さい。

健康づくり商品券

▼

▼

情報ボックス

平成27年10月5日
マイナンバー制度スタート
今年10月以降、住民票の住所地に
あなたの「マイナンバー」をお知らせします※
マイナちゃん

※住民票の住所地にご自身のマイナンバーが
記載された「通知カード」が送付されます。

登録は

やむを得ない理由により住民票の住所地で
お早め
に
受け取ることが出来ない方※は居所情報登録申請書を
持参

）
8月24日〜9月25（
日
又は

必着

に住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送してください

※申請が必要な方
東日本大震災による被災者で
住所地以外の居所に避難されている方
DV、
ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で
住所地以外の居所に移動されている方
一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に
入院・入所されている方
申請が認められた方は、登録された居所にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。

申請書は、お近くの市区町村、総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/kojinbango̲card/）

などで入手又はダウンロード頂けます。
マイナンバーのお問合せは、
コールセンター[全国共通ナビダイヤル]

マイナンバー

0570‑20‑0178

もしくは、住民票の住所地の市区町村にお問合せください

広告
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土日祝日
（ 年末年始を除く
）

北海道開発局室蘭開発建設部では、日高自動車
道のうち、新冠静内間の道路計画について、周辺
地域の皆さんからご意見を伺いたいと考えており
ます。
対象ルートに求められる機能や道路整備にあた
り配慮すべき事項等についてご意見をいただきた
いと思いますので、ご家庭に調査票が届きましたら、
調査の趣旨をご理解のうえご協力をお願い申し上
げます。
【問合せ】
北海道開発局 室蘭開発建設部 道路計画課
日高自動車道 新冠静内間 道路計画に関する意見聴取係
☎0143‐25‐7046
（土・日・祝日を除く８時30分～12時00分、13時
00分～17時15分）
ホームページ
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/douro_info/
hidakajidoushyadou/kouji02.html#1

▼
【問合せ】室蘭地方気象台

☎ 0143‐22‐4249

９月17日（木）

̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

▼

Point

日高自動車道厚賀静内道路
（新冠静内間）道路計画に関する
アンケート調査のお願い

盛夏から秋にかけては、大雨が降りやすくなり、いろいろな災害が発生します。
大雨による災害は、地盤が緩んで発生する土石流やがけ崩れなどの「土砂災害」
、
短い時間に局地的な大雨による低い土地での「浸水害」、河川の増水やはん濫といっ
た「洪水害」があります。
気象台では、大雨による「土砂災害」や「浸水害」のおそれがある場合に「大雨警報・
注意報」を、洪水による災害のおそれがある場合に「洪水警報・注意報」を発表します。
また、「警報・注意報」では、本文の中で、どんな災害に警戒・注意すべきかを期
間とともに記述します。テレビやラジオなどで発表を知った時には、気象台ホーム
ページなどで内容を確認し、市町村が発表する避難情報などにも留意しましょう。
大雨警報が発表されている中で、土砂災害が発生する危険性がより高まったとき
には、「土砂災害警戒情報」を発表します。この場合はより一層の警戒が必要です。
市町村が配布する防災マップや手引きなどに日頃から目を通し、自宅の近くに川
や傾斜地があるかなどを確認し、住まいの周辺に潜む危険を十分に理解しておき、警報が発表された場合には、警報の種
類に応じた適切な対応をとって下さい。
普段の備えと、警報・注意報などの気象情報を上手に使うことで、気象災害から身を守りましょう。

▼

新ひだか町

気象台からの防災メモ

▼

みんなでまちをきれいにする条例により、愛
がん動物のフンを回収することは飼養者の責
務とされています。

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

月

日

9:00～12:00 13:30～16:30
町公民館
役場静内庁舎
（静内古川町) （静内御幸町)

９月３日㈭

９月18日（金）

９月17日㈭

9:00～11:00 12:30～15:30
ＪＡしずない コープさっぽろ静内店
（静内本町) （静内ときわ町)

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
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町防災訓練

農地中間管理事業

青柳児童館休館

平成 年に内閣府におい
て実施した「アイヌ政策に
関する世論調査」におい
て、アイヌの人々に関し、
現在は差別や偏見がなく平
等であると思うか聞いたと
こ ろ、「 平 等 で は な い と 思
う 」（ ９． ２ ％）
、「 ど ち ら
かというと平等ではないと

アイヌに対する理解度
についての意識調査

高齢者・障害者の
人権あんしん相談
９月７日㈪から 日㈰ま
では、全国一斉「高齢者・
障害者の人権あんしん相
談」強化週間です。
高齢者や障害者に対する
虐待や嫌がらせなど、高齢
者や障害者の人権に関する
悩みごとや心配ごとについ
て、法務局職員や人権擁護
委員が専用の相談電話で時
間を延長して対応します。
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。
みんなの人権１１０番
☎ ０５７０‐００３‐１１０
※９月７日㈪～ 日㈮
８時 分～ 時 分
９月 日㈯～ 日㈰
時 分～ 時 分
問合せ
札幌法務局日高支局
☎４２‐０４１５

ちょっと暮らし交流ツアー

問合せ
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１

10

と き／９月 日㈭
９時 分～ 時 分
ところ／町公民館（集合）
定 員／６名程度（先着順）
受付期間
８月 日㈭～９月４日㈮
参加料／無料（食事代・体
験料等は自己負担）
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
00

思 う 」（ ． ３ ％） と い う
回答があわせて約３分の１
に上っていたことから、政
府において、その要因の分
析、対応策を検討するため
の調査が実施されることと
なりました。
つきましては、道内にお
住まいの 歳以上のアイヌ
の方々におかれましては、
調査へのご協力及び道外に
お住まいのアイヌのご親戚
や知人のご紹介をお願いい
たします。
ご協力いただける方は、
公益社団法人北海道アイヌ
協会までご連絡をお願いい
たします。
なお、この調査は無記名
で、ご協力いただく方の個
人情報を目的外使用するこ
とは一切ございません。
この調査を今後のアイヌ
政策の検討に役立てるた
め、多くの方々のご理解と
ご協力をお願いいたします。
応募期間／８～９月
応募先（問合せ）／公益社
団法人北海道アイヌ協会
☎ ０１１‐２２１‐０４６２

う河川水の量を増減するこ
とがあります。それに伴い
河川の水位も増減しますの
で、川の中や川の近くに行
かれる際はご注意下さい。
問合せ
ほくでん静内水力センタ
ー土木課
☎４２‐０４２９

Ａｉｂａ祭

11

13

13

00

00

19

17

13 10

農地の借受希望者（認定
農業者等の地域の担い手の
方が対象）は、あらかじめ
農地中間管理機構へ登録す
る必要があります。
なお、登録手続きについ
て は、「 農 用 地 等 の 借 受 希
望申出書」を提出して下さ
い。
詳細については、北海道
農業公社のホームページを
ご覧下さい。
受付期間／９月１日～ 日
提出先（問合せ）
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
（内線２５３）
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
（内線１５９）

北海道農業公社が農地中
間管理機構に指定され、農
地中間管理事業を実施しま
す。
農地中間管理事業とは、
農地の貸付希望者から農地
中間管理機構が農地を借り
受けて、借受希望者へ農地
を貸し付けする事業です。

静内川上流ダムの放流

00 12 30

00

27

無料調停相談

30 00

20

と き／９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
24

青柳児童館の内部修繕工
事のため、児童館を休館さ
せていただくことになりま
した。利用者の方々にはご
迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をよろしくお
願いいたします。
なお、工事期間中は青柳
児童館で運営している放課
後児童クラブを緑町生活館
で行うこととしており、対
象者には休館期間確定後お
知らせいたします。
休館期間
９月上旬～下旬（予定）
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１４）

町 で は、「 静 内 山 手 町・
静内末広町・静内柏台・静
内御幸町第２自治会」地区
の住民の皆さんを対象に、
地震・津波を想定した避難
訓練等の防災訓練を実施し
ます。
訓練では、対象地区で防
災行政無線を使用します。
また、町内全域のＮＴＴ
ドコモ、ａｕ、ソフトバン
クの携帯電話に、訓練用災
害情報メールを配信いたし
ますのでご注意下さい。
と き／ 月１日㈭
時 分～
ところ／静内山手町、静内
末広町、静内柏台、静内
御幸町（第２自治会）
※雨天時は 月２日㈮に延
期します。
訓練内容／地震による大津
波を想定し、一時避難場
所等への避難訓練を実施
し、避難経路の確認や避
難に要する時間の把握な
どを行います。
問合せ
静内庁舎総務課
☎４３‐２１１１
（内線２４５、
２４６）

年３月までの雇用障害者数
をもとに、障害者雇用納付
金の申告を行っていただき
ま す。 法 定 雇 用 率（ ２．
０％）を達成している場合
も申告は必要です。
平成 年４月からの各月
の雇用障害者数等を把握・
確認するなど、申告・納付
等に向けて具体的な準備を
進めていただくようお願い
いたします。
問合 せ ／ 独 立 行 政 法 人 高
齢・障害・求職者雇用支
援機構北海道支部
☎ ０１１‐６２２‐３３５１

番地）

お金を貸したが返しても
らえない、土地・建物の賃
貸借に対してトラブルが起
き て い る、 借 金 の 返 済 に
困っている、交通事故の話
し合いがうまくいかない、
夫婦間がうまくいかない、
離婚や養育費・財産分与等
の話し合いがつかない等の
問 題 で お 困 り の 方 は、 民
事・家事調停委員が相談を
受けます。秘密は厳守され
ますので、お気軽にご相談
下さい。
と き／ 月 日㈭
時 分～ 時 分
ところ
浦河町総合文化会館
（浦河町大通り３丁目

00

障害者雇用納付金制度

16 12

24

00

30

契約などについて、お気軽
にご相談下さい。
毅電話相談
と き
月１日㈭～７日㈬
（土・日を含む）
９時 分～ 時 分
時 分～ 時 分
相談員／日本公証人連合会
所属公証人
☎ ０３‐３５０２‐８２３９
毅夜間公証相談会
と き
月１日㈭、６日㈫
時 分～ 時 分
ところ／苫小牧公証役場
※ご希望の方は、前日まで
に電話で予約をして下さ
い。
申込み（問合せ）
苫小牧公証役場
☎ ０１４４‐３６‐７７６９

15 15

問合せ
札幌地方裁判所浦河支部
☎ ０１４６‐２２‐４１６５

19

10

公証無料相談会

00 30

10

10

18
19

00

00

00

25

27

ほくでんでは、静内川上
流の春別（しゅんべつ）ダ
ム及び双川（ふたかわ）ダ
ムから河川に放流する場
合、川の中や川の近くにい
る人に対し、スピーカーか
ら「上流ダムからの放流開
始と安全な場所への移動」
についてお知らせします。
ダム放流のお知らせを聞
いたときは、直ちに安全な
場所に移動して下さい。
また、双川発電所では出
力の変更に伴い、発電に使

17

10

障害者雇用納付金制度の
対 象 が、 平 成 年 ４ 月 か
ら、 常 用 雇 用 労 働 者 数 が
１００人を超え２００人以
下の中小企業の事業主にま
で拡大されました。
対象になると平成 年４
月から、平成 年４月～翌
28

52

13

27

00

10

10

日本公証人連合会では、
月１日㈭から７日㈫まで
を公証週間と定め、相談会
を行いますので、遺言や金
銭の貸し借り、子の養育費
の支払いの約束、任意後見
10

17 10

27

情報ボックス
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新ひだか町での思い出
雪解けの春は、たくさんの
山野草に巡りあい感激しまし
た。
特に今回の目的であった
二十間道路の桜は、期待以上
のすばらしさでした。つぼみ
から満開、葉桜になるまで、
十分に楽しませていただきま
した。この桜をずーっと守っ
てこられた町民の方々に頭が
下がります。
大江ホースラインさんで
は、馬の搬送車について教え
ていただきました。
パークゴルフでは、多くの
方とプレイし親交をもつこと
ができました。
また、龍雲閣では、観光ボ
ランティアガイドの方が詳し
く説明してくださったので、
当時のことがよくわかりまし
た。
ほかにもいろいろ、地元の
方からは手厚いおもてなしや
歓迎を受け感謝しています。
「春うに丼」をはじめ食事
がとてもおいしかったです。
これも昨年お世話になり舌が
この町に慣れたせいかもしれ
ません。
お土産に購入した桜のしお
り、お菓子等々とても好評で
した。
新ひだか町と私が住んでい
る鳴門市とは雰囲気がよく似

小さき声のカノン上映会

人形劇一さつのおくりもの

体験移住者と町内を巡る「ちょっ
と交流ツアー」の参加者を募集し
ています。
次回開催は９月10日㈭９時00分
からです。

ています。これはきっと、新
ひだか町静内の開拓が淡路島
の稲田藩の方々だったからで
しょう。淡路島と渦潮を挟ん
ですぐの鳴門市には、四国遍
路の一番札所があるため、全
国から来られた方をおもてな
しでお迎えする文化があり、
市民の方は心の通ったお接待
を心がけています。そのよう
なおもてなしの空気が、ここ
新ひだか町でも感じられまし
た。
暑い夏の鳴門に帰った今、
そちらの爽やかな山の春紅
葉、新緑の緑、カラマツの芽
吹き、日高山脈の残雪などを
なつかしく思い出しています。
また近いうちに、おいしい
空気をいただきに伺いたいで
す。
感謝の気持ちでいっぱいで
す。ありがとうございました。

と き／ 月 日㈯
① 時 分～ 時 分
② 時 分～ 時 分
ところ／町公民館
入場料
大人１，０００円
高校生以下５００円
入場券取扱所／町公民館
問合 せ ／ 新 ひ だ か 町 上 映
実 行 委 員 会（ Ｈ ａ ｐ ｐ
ｙ Ｃｉｎｅｍａ Ｃｌｕ
ｂ）事務局 下山
☎４３‐２７１０

ちょっと暮らし交流ツアー
参加者募集！

耕二さん、光子さんご夫婦
三河

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した徳島県の
三河さんから体験記が届きましたので、紹介します。
三河さんは今年４月20日から５月19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。

と き／９月 日㈮
時 分開場
ところ／町公民館
出 演／人形劇団えりっこ
その他／おやこ劇場は会員
制です。会員になって一
緒に観ませんか？いつで
も誰でも入会できます。
入会金１家族３００円
会費月齢４歳以上１人
１，０００円（３歳以下
無料）
問合せ／静内おやこ劇場
☎ ０９０‐３４６２‐２７５２
10

30 00
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11

観光周遊バス
ロマン・ロード号運行

30

新ひだか町暮らしの感想を伺いました
20 16

ができます。
乗車料金
大 人３，０００円
小学生１，０００円
幼児無料
（料金には、昼食や体験
乗馬の料金などは含まれ
ておりません）
※運行当日、観光案内所で
チケットをお買い求め下
さい。
また、体験乗馬を希望さ
れる場合は、チケット購
入時にお知らせ下さい。
その他／牧場見学中は「牧
場見学マナー９箇条」を
守って下さい。
申込み（問合せ）
新ひだか観光協会事務局
☎４２‐１０００

00

第11回
30 00 10

稲田家臣団と淡路衆
パネル展

25

ちょっと暮らし体験記
18 14

日高地方には、稲田家臣
団を初め、淡路から１万人
を超える方々が入植され、
原生林を開拓し、現在の礎
を築かれました。
その時代に入植された
人の先人たちと現在に生き
る子孫を１００年近く前の
資料をもとに紹介します。

と き
８月 日㈫～ 日㈭
ところ／町図書館
【三石地区】
と き
８月 日㈮～ 日㈰
ところ／町図書館三石分館
毅施設一般公開
と き／８月 日㈰
時 分～ 時 分
ところ
【三石地区】
三石浄化センター
【静内地区】
静内終末処理場
問合せ
三石庁舎上下水道課
☎３３‐２１１１
（内線２２２）
15 30

28

00

新ひだか観光協会では、
観光周遊バス「しずないロ
マン・ロード号」を次の日
程で運行します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
と き／８月１日㈯～９月
日㈯までの毎週土曜日
９時 分～ 時 分
定 員／各 名（先着順）
※予約制ですが、当日の申
し込みも可能です。
ただし、定員になり次第
締め切ります。
運行コース／ＪＲ静内駅発
→レックススタッド（牧
場）→アロースタッド（牧
場）→競走馬のふるさと
日高案内所→Ａｉｂａ静
内→ライディングヒルズ
静内→シャクシャイン記
念館、アイヌ民俗資料館
→優駿メモリアルパーク
→ビッグレッドファーム
（牧場）→ＪＲ静内駅
※天候や牧場の都合などに
よりコースが変更になる
ことがあります。
ライディングヒルズ静内
では、体験乗馬（有料）

と き
９月５日㈯～ 日㈬
時 分～ 時 分
ところ／町図書館
問合せ
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
町博物館
☎４２‐０３９４

町では、上下水道の役割
を町民にわかりやすく紹介
するため、上下水道パネル
展と施設一般公開を開催し
ます。
毅上下水道パネル展
【静内地区】

10

30

00

23

上下水道パネル展

23

15

18

50

00

26

10

20
21

情報ボックス
情報ボックス

50

▼

▼

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
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）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

敷
校
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

静内川右岸スケートリン
クをスタート・ゴールに次
のとおり開催します。
選手の皆さんに声援をお
願いします。
と き／９月６日㈰
９時 分（スタート）
毅コース
シベチャリ／静内川河川敷
地特設コース
ハーフ／右岸リンク→目名
川横道路→かくれ沢→
二十間道路折り返し
※大会当日の９時 分から
時 分まで右岸河川敷
地は、車両通行止めとな
ります。また、駐車して
いる車両も移動できませ
んのでご注意下さい。
ハーフマラソンコースを
通行される場合は、注意
をお願いします。
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 静 内 体 育 館
内）
☎４２‐００４８

二十間道路ハーフマラソン大会

シベチャリマラソン・

●旧川上小学校（三石川上133番地）
敷
校

▼

新ひだか町地域福祉
計画策定委員の募集

▼

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

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

敷
校

12

☎43‐2111（内線234）

回町民水泳大会

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

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）
00

第

●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）
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 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
体育館あり
地 17,334㎡（グラウンド含む）
舎 昭和30年築 木造平屋建739㎡
敷
校

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

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）
30

00

00

2,054.71

宅地

土地

静内柏台49番

●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）
30
00

13

343.89

【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）

対 象／町内にお住まいの
４歳から６歳までの未就
学 児 の 方（ 第 １・２ 期 幼
児水泳教室を受講した方
を除く）
定 員／ 名（先着順）
内 容／水 遊 び か ら 顔 付
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／８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）

26

宅地

毅第２期レベルアップ
スイミング
と き／９月３日㈭、
８日㈫、 日㈭、
日㈫、 日㈭
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人の方で、クロールで
ｍ以上泳げる方
定 員／ 名（先着順）
内 容／ク ロ ー ル の 泳 力
アップと背泳ぎを中心と
した技術指導
参加料／１，２５０円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／８月 日㈪

45

土地

毅第２回ワンポイント
スイミング
（ゆったり背泳ぎ）
と き／９月 日㈭
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人の方
定 員／ 名（先着順）
内 容／ゆったり、のんび
り背泳ぎで泳ぐための実
技指導
参加料／２５０円（申込時
にお支払い下さい）
受付開始／９月 日㈭
ところ／各教室とも町静内
温水プール
30

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

と き／９月 日㈯
９時 分（開会式）
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
種 目／ ｍ板キックから
ｍバタフライまで、学
年等に区分して実施しま
す。水中二人三脚（レク
競技）もあります。
※詳細はお問い合わせ下さ
い。
参加料／２５０円（小中学
生は無料です）
申込み／９月 日㈬ 時
分までに町静内温水プー
ルへお申し込み下さい。
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２
25

静内中野町３丁目52番13

備考
用途地域

建ぺい率（％） 容積率（％） 売却価格（円） 単価（円／㎡）
種別 地目種別 公簿面積（㎡）

毅第３期幼児水泳教室
と き／９月９日㈬
日㈮、 日㈫、
日㈬、 日㈮
時 分～ 時 分

11 24

【問合せ】静内庁舎契約管財課
17

30

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。

16

31

10

10

50

第１種低層
40
60 27,944,056 13,600
住宅専用地域
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
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。

20

町では、多様化する福祉
ニーズに対応し、公的なサー
ビスと住民の自主活動を結び
つけながら、利用者本位に
立った体制のあり方を具体的
に展開するため「新ひだか町
地域福祉計画」を策定します。
各福祉関係者等による「計
画策定委員会」を設置しま
すが、広く町民の皆さんの
意見を取り入れるため、次
のとおり委員を募集します。
募集人数／２名
委員の任期／委嘱の日から
平成 年３月 日まで
応募要件／町内にお住まい
の 歳以上の方
応募方法／申込書に必要事
項を記入のうえ、郵送又
は持参により提出して下
さい。
応募期限／９月 日㈮必着
応募先
静内庁舎福祉課
三石庁舎町民福祉課
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１

30

４

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

30

所在地番

00

00

17

物件番号

24

乗馬教室
毅町民子ども乗馬教室
初心者コース
と き／９月８日㈫、
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／９月９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２７０円
（３回分）
員／４名（先着順）
定

17 10

18 15

29

30

２．対象物件

20

16

00

１

10

町有地先着順売払いを実施します

18 15

25

14 16 11

30

31

25

20

16

30

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。

20

28

16 15

１．申込書の配布・受付

30

20

18 16

22
23

情報ボックス
まなびの広場

まなびの広場

まなびの広場

10 10
30 00

10

29

11

シベチャリ駅伝大会

と き／ 月 日 ㈰
時 分 開( 会式）
時 分（スタート）
コース／ピュア前発着町内
環状コース
対 象／町内にお住まいの
小学４年生以上の方（５
人１組）
区 間／５区間（１区間・
約２㎞）
参加料／２，０００円
申込み／９月 日㈫までに
所定の申込書に必要事項
を記入し、町静内体育館
へ提出して下さい。
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（町静内
体育館内）
☎４２‐００４８

10

「新ひだか文芸」
作品募集

12

11

「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。
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

40

芸術鑑賞バスツアー

と き／ 月７日㈯ ８時
分（ 役 場 三 石 庁 舎 出
発）
ところ／ニトリ文化ホール
（札幌市）
対 象／町内にお住まいの
方（未就学児は不可）
定 員／ 名（定員になり
次第締め切ります）
鑑賞内容／宝 塚 歌 劇 宙 組
北海道公演
参加料／７，０５０円
（鑑賞料及び保険料）
申込み／９月 日㈯９時
分から町公民館へ電話で
お申し込み下さい。
※１回の電話で１名のみ申
し込み可能です（同居の
家族は２名まで可︶
︒
※窓口やＦＡＸでの申し込
みは一切行いません。
※申込後のキャンセルはで
きません。
その他／昼食、バス内での
飲食物等は各自でご用意
願います。
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５
30

00

【静内会場】
毅個人作品展
申込期限 ９月30日（水）
展示期間 10月30日（金）～11月１日（日）
展示会場 町公民館
作品規格 絵画などの壁掛けタイプ
絵画などの壁掛けタイプ（１人につき展示総数が180㎝×120㎝以内に収まるもの）
（１人につき展示総数が180㎝×120㎝以内に収まるもの）
陶芸品などの置物タイプ
陶芸品などの置物タイプ（１人につき展示総数が180㎝×50㎝以内に収まるもの）
（１人につき展示総数が180㎝×50㎝以内に収まるもの）
申込み（問合せ）町民芸術祭実行委員会静内運営委員会（町公民館内）
☎42‐0075
【三石会場】
三石会場は、福祉センター廃止に伴い日程・会場、連絡先に変更がありますので、
ご確認願います。
また、芸能発表会は10月18日（日）旧鳧舞小学校を会場に開催します。
毅総合展示発表会
申込期限 ９月25日（金）
展示期間 10月９日（金）～12日（月・祝）
展示会場 旧鳧舞小学校
申込み（問合せ）町民芸術祭実行委員会三石運営委員会（町図書館三石分館内）
☎33‐2222

町民芸術祭芸能発表参加募集
毅バンド祭り（アコースティック部門）
申込期限 ９月30日（水）
発表期日 11月14日（土）18時00分～20時30分
発表会場 町公民館
募集団体 10団体（１団体につき３曲まで）
※個人も可能です。定員になり次第締め切ります。
出演資格 新ひだか町民又は新ひだか町で活動する団体
毅バンド祭り（軽音楽部門）
申込期限 ９月30日（水）
発表期日 11月15日（日）14時00分～18時00分
発表会場 町公民館
募集団体 10団体（出演時間は１団体につき転換込みで30分です）
※定員になり次第締め切ります。
出演資格 新ひだか町民又は新ひだか町で活動する団体

25

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
町図書館内
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

町民芸術祭実行委員会では、第10回新ひだか町民芸術祭の静内・三石会場作品展
で展示する作品を募集します。詳しくはお問い合わせ下さい。

第十回 新ひだか町民芸術祭

町民芸術祭展示作品参加募集
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文化講座第Ⅱ期
毅と

ピラティス講座

アートフラワー講座

忙しい毎日、姿勢が悪くなったり
筋力不足を感じませんか。
ピラティスで心身を調えましょう！
３回の講座となります。

３回の講座で素敵な
アートフラワーができあがります。
お部屋を明るくする作品を作りませんか。

き

毅講 師
毅定 員
毅会 場
毅持ち物

９月25日、10月９日、23日
各金曜日 19時00分～21時00分
中里美紀さん
15名
みついしふれあいプラザ
ヨガマット、汗拭きタオル、
飲み物（水分補給）

毅と

アロマセラピー講座

申込方法

夏の疲れをアロマ＆リンパケアで
癒しましょう。
今回はルームスプレー＆バスソルト作りに
加え、塩の効果についてお伝えします。
毅と

き

10月４日 日曜日
10時00分～12時00分
毅講 師 佐渡貴子さん
毅定 員 10名
毅会 場 三石陶芸会館
毅材料費 1,700円
※10月25日、11月８日にも開催します。

き

９月29日、10月６日、13日
各火曜日 13時30分～15時30分
千田京子さん（アートフラワー千田教室）
毅講 師 千田京子さん（アートフラワー千田教室）
毅定 員 10名
毅会 場 三石陶芸会館
毅材料費 1,500円

９月１日㈫～９月11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。
材料費は初日にお支払い下さい。

申込み（問合せ）
社会教育課（図書館三石分館内）
☎33‐2222
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