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ニュースフラッシュ
～花いっぱいコンクール表彰式 ほか

収穫の秋！今年もいっぱい獲れたよ♪
10 月７日に静内農業高校の敷地内にある畑で生産科学科２年生の 15 名と桜
丘小学校４年生の 15 名がジャガイモの収穫を通じた交流を行いました。
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新ひだか町観光・防災Ｗｉ－Ｆｉステーション整備事業
【公衆無線ＬＡＮ基地局設置場所一覧】
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そこで新ひだか町では、このようなＷｉ－Ｆｉの機
能を観光や防災に活用しようと「新ひだか町観光・防
災Ｗｉ－Ｆｉステーション整備事業」を計画し、準備
を進めています。
この事業によって、Ｗｉ－Ｆｉに接続するためのア
クセスポイント「公衆無線ＬＡＮ基地局」を設置し、
普段は新ひだか町の観光や行政情報の発信を行うとと
もに、観光客や住民が容易にインターネットに接続で
きる環境を提供することができます。
災害時には、自治体の持つ災害関連状況の提供や緊
急事態時の重層的なインターネット接続手段の一環を
提供することを可能とし、防災・減災に資する地域防
災計画の一要素とすることができます。
公衆無線ＬＡＮ基地局の設置場所は全14か所を予
定しており、詳細は左図のとおりです。
このほかに、避難場所の情報把握や遠隔操作が可能
な「屋外型Ｗｅｂカメラ」、観光・防災・行政情報を
表示するための「大画面デジタルサイネージ機器」、
商用電源喪失時でも約24時間Ｗｉ－Ｆｉ通信を提供
することができる容量を備えた「無停電電源装置」と
「固定設置型発動発電機」を目的や場所に応じて設置
する予定です。

「Ｗｉ－Ｆｉスポット」に行ってみよう！
毅「Ｗｉ－Ｆｉスポット」とは？
「Ｗｉ－Ｆｉスポット」
（公衆無線ＬＡＮ）は、
無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）を利用できる場所のこ
とを指します。そこに「公衆」が加わると、不特
定多数の人が無線ＬＡＮを利用できる場所という
意味になります。
毅Ｗｉ－Ｆｉスポットの種類
１．携帯会社提供の無線ＬＡＮスポット
契約している携帯会社の条件を満たすことで
Ｗｉ－Ｆｉを原則無料で利用できる場所
２．有料契約の公衆無線ＬＡＮスポット
インターネット・プロバイダーとの契約、ま
たは月額400円前後で利用できる無線ＬＡＮ
スポット提供会社と契約を結ぶことで利用で
きる場所
３．無料の公衆無線ＬＡＮスポット
携帯会社を選んだり、有料契約することなく
無線ＬＡＮを利用することができる場所

３

毅Ｗｉ－Ｆｉを使うメリット
携帯会社との契約では通信量制限があるため、一
定の通信量を超えると通信速度が遅くなってしまい
ますが、Ｗｉ－Ｆｉを使うことで高速通信を楽しむ
ことができます。そのため、写真や動画をアップロー
ドする通信時間も短くなります。
また、ＳＩＭカードを抜いているスマートフォン
やタブレットでもインターネットやメールを行うこ
とができます。
毅Ｗｉ－Ｆｉを使う際の注意点
個人情報の漏えいなどを避けるためにも、公衆無
線ＬＡＮスポットを使用する際には、個人情報を入
力しないようネットショッピングなどは極力避け、
怪しいＷｉ－Ｆｉには接続しないなどの自衛を心が
けて、理解を深めてから接続するようにしましょう。
また、ゲーム機器がＷｉ－Ｆｉに対応していれば、
子どもでも簡単にインターネットへの接続が可能な
ので、家族で使い方の確認を行いましょう。

つながる

使える

接続方法の違い

Ｗｉ－Ｆｉってなに？

Ｗｉ－Ｆｉという言葉は知ってるけれど、インター
ネットへの接続の仕組みがわからない…ということ
もあると思います。ここで一般的な接続の違いにつ
いて、通信機器のスマートフォンとパソコンを例に
挙げ、比較しながら確認してみましょう。

最近、電子機器などで見かけるこのマーク、何の
マークか知っていますか？

Ｗｉ－Ｆｉ
スマートフォン
【契約先携帯会社の無線通信による接続】
スマート
フォン

基地局

中継局 インターネット

【Ｗｉ－Ｆｉによる接続】
スマート
フォン

アクセス
ポイント

基地局

このマークは、Ｗｉ－Ｆｉ（ワイファイ）が使え
る機器に表示されています。
Ｗｉ－Ｆｉとは、数多くある無線ＬＡＮのうちの
一種で、国際標準の無線規格に準拠した製品にのみ
付けることができるブランド名のようなものです。
この名前が付いている無線機器は、他社製品との
相互接続性などに関する試験をクリアしている商品
のため、無線機器のメーカーが異なっていたとして
も正しく無線通信ができることを保証しています。

中継局 インターネット

Ｗｉ－Ｆｉを使える機器
パソコン
【有線ＬＡＮによる接続】
モデム
パソコン
ルーター

電柱 基地局

中継局 インターネット

【Ｗｉ－Ｆｉによる接続】

モデム
パソコン

電柱 基地局

現在では、スマートフォンやタブレット、ノート
パソコンなどの通信機器やニンテンドーＤＳ・３Ｄ
Ｓ、プレイステーションなどのゲーム機器など、Ｗ
ｉ－Ｆｉを使える機器が多くあります。
これら以外の機器でも、Ｗｉ－Ｆｉのマークが表
記されていれば使うことが可能です。
ただし、これらの機器でもマークの表記が無い場
合、Ｗｉ－Ｆｉを使うことができません。

中継局 インターネット

アクセス
ポイント

アクセスポイントとは？
無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）を構成する機器の一種でネット
ワークへの仲介をする施設や機器のこと。
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秋の町民安全大会

９/30

町交通安全推進協議会（会長・酒井芳秀町長）主催
の『「交通事故死ゼロを目指す日」秋の町民安全大会』
が町公民館で開かれ、町民ら約500名が参加しました。
町議会細川勝弥議長による飲酒運転撲滅宣言や町老
人クラブ連合会及川泰明会長による決意宣言、マーガ
レット幼稚園児６名による交通安全のお約束で交通安
全を誓いました。
大会終了後は、国道で人の波（セーフティコール）
を行い、ドライバーに安全運転を呼びかけました。

町防災訓練

10/ １

町防災会議による『防災訓練』が静内末広町と静内山
手町、静内柏台、静内御幸町第２自治会の４地区を対象
に行われ、地域住民の参加人数は過去最大の約180名と
なりました。
訓練は、東日本大震災を踏まえ、津波を想定した避難
訓練を実施。静内御幸町第２自治会では、避難先のビル
に取り残された住民を想定した救出・救助訓練も行われ
ました。参加者は、自宅から避難場所までの避難経路の
確認や避難時間を把握し、万が一の事態に備えました。

自閉症支援実践研修
９/30､10/ ８
『自閉症支援実践研修』が役場
静内庁舎で行われ、医療・福祉・
教育関係の施設に勤める職員など
約90名が参加し、発達障害者支援
センターのチーフコーディネーター
片山智博氏による講話やグループ
ワークを通じて、理解を深めました。

５

高齢者等弱者の地域見守り活動協定 ９/25

交通安全啓発パレード

９/18･27

町とセブン - イレブン・ジャパンは『高齢者等弱者の地域見
守り活動に関する協定』を締結しました。
これは、セブン-イレブンのお食事お届けサービス「セブン・
ミール」と連携して、利用者の安否確認や声掛けなどを強化し、
高齢者の孤立死を未然に防ぎ、安心で安全な生活の推進に寄与
することを目的としています。町内に展開している５店舗が配
達時に何らかの異変に気が付いた場合、町に連絡をします。
また、本協定と同時進行で町内加盟店の従業員を対象とした
認知症サポーター養成講座を行いました。

９月21日から30日にかけて「秋の全国交通安全運動」が
行われる中、町では『交通安全啓発パレード』が行われました。
18日は、町静内交通安全協会（八木澤松雄平静支部長）
主催で役員や静内高校の生徒など計52名、車両40台が参加
し、静内・三石、新冠地区を巡回しました。
27日は、大型バイク倶楽部「鐵馬会」
（佐々木利春会長）
主催で、大型バイク26台が参加し、交通安全の旗を掲げ、
静内・三石地区を巡回しました。日没も早くなり、事故が
起きやすいこの季節。外出には十分気を付けましょう。

三石地区青年交流ソフトボール大会 ９/27

第69回シャクシャイン法要祭 ９/23

軟式野球チーム「三石協会」が主催する「三石
地区青年交流ソフトボール大会」が三石旭ヶ丘運
動広場にて開催され、中学生から青年まで約60名、
５チームが参加しました。
この大会は、三石地区の青年が一堂に会し交流
を深めるとともに、スポーツを通じて、健康増進
と三石地区の更なる活性化を目的としています。
当日は天候にも恵まれ、大会後には親睦会も開
催され、多くの交流が図られた一日となりました。

シャクシャイン法要祭実行委員会（大川勝委員長）
主催による『第69回シャクシャイン法要祭』が静内
真歌公園で開かれ、一般参加者を含め、道内外から
1000名ほどが来場し、祈りをささげました。
実行委員長挨拶では、来年の70回法要祭に向け、老
朽化したシャクシャイン像を建て直す計画を報告しま
した。
法要後は、全道から保存会14団体が参加し、芸能文
化交流会や懇親交流会が行われ、交流を深め合いました。

アートフラワー講座
９/29､10/ ６､13
町教育委員会主催の文化講
座『アートフラワー講座』が三
石陶芸会館で開催され、12名
が参加しました。講師の指導の
下、工程を３回に分けて実施
し、部屋を明るくするアートフ
ラワー作品を制作しました。

オータムフェア
９/26
静内農業高校で『オータムフェ
ア』が開催され、生徒の手によっ
て生産・加工された野菜やアイス
などの乳製品のほか、ゼラニウム
などの花木が販売されました。多
くの来場者が大きな袋をぶら下げ、
嬉しそうに帰る姿が見られました。

まちのできごと、話題
をお届けします。

白寿祝状授与

９/16

金森タキさんが白寿を迎え、静内春立の自宅で酒井
町長から祝い状、町社会福祉協議会・川越会長から記
念品が贈られました。
金森さんは新潟県出身で、結婚を機に約75年前に
北海道へ移り住み、旦那さんの漁師の手伝いをしなが
ら、２男・２女の子ども、11人の孫に恵まれました。
現在は、一人暮らしをしながら、夜には子どもが交
代で泊まりに来て、生活しています。この日は、お気
に入りの着物を身につけ、写真を撮りました。

海投げ釣り
９/26
町教育委員会主催のわんぱく
チャレンジスクール『海投げ釣り』
が三石浦里海岸で開かれ、町内の
小学生10名が参加しました。講師
から竿の使い方などを学び、参加
者全員がアブラコ等の魚を釣り上
げ、釣りの魅力を体感できました。
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民謡民舞全国大会出場挨拶 10/14
章静民謡三絃会に所属している山田葉月さん（静
内高校２年）が昨年10月に旭川市で開催された
「（公）日本民謡協会民謡民舞道北連合大会民謡コ
ンクール青年部」で見事優勝し、全国大会への出
場権を得たため、静内庁舎に来庁され、町長へ全
国大会出場の挨拶を行いました。
全国大会は、今年10月15日から18日までの４日
間にわたって東京両国国技館で開催されました。

第40回シベチャリ駅伝大会 10/11
『第40回シベチャリ駅伝大会』（シベチャリマラソ
ン駅伝実行委員会主催）がピュア前を発着点に開かれ、
小学生から一般まで43チーム、215名が出場しました。
駅伝は、年齢や過去の実績などから５クラスに分
かれ、５人１チームで２km の周回コースを１人１周
走り、たすきをつなぎました。
ランナーは沿道の声援を受けながら、冷たく吹き
すさぶ秋風に負けず優勝を目指し、日頃鍛えた自慢
の脚とチームワークで特設コースを駆け抜けました。

第18回健康まつり

団体の部

10/ ３

10/15

佐々木コウさんが白寿を迎え、入院先の町立三石
国保病院で酒井町長から祝い状、町社会福祉協議
会・坂本副会長から記念品が贈られました。
佐々木さんは秋田県出身で、大夕張ミツビシ炭坑
の寮に勤め、昭和９年に結婚し、２男・４女の子ど
も、12人の孫、13人のひ孫に恵まれました。
現在は、蓬莱荘に入所しており、お寺巡りが好き
な佐々木さんは、入所前まで子どもたちを訪ねなが
ら、全国のお寺を見て回ったそうです。

二十間道路桜並木清掃ボランティア
10/16
静内農業高校による『桜
並木清掃ボランティア』が
行われ、生徒約30名が参
加し、二十間道路及び静内
農業高校と桜丘小学校近辺
の通学路のごみが拾われ、
道路がきれいになりました。

７

タイ人モニターツアー

10/11～16

外国人受け入れ環境調査研究に関わる『タイ人モニターツアー』
が６日間にわたって開催され、タイ人モニター10名が町内や管内、
札幌の見学を行いました。
町内では、農業まつりや乗馬、イクラ作りを体験したり、静内
高校の書道パフォーマンスの見学を行うなど、町の特産や日本の
文化に触れました。
本調査は、地方創生の取り組みの一つで「新たな人の流れの創出」
に向け、当町を訪れる外国人のニーズなどを把握し環境整備を行
うことで、地域経済の活性化等へつなげることを目的としています。

秋の地域安全キャンペーン
10/14
町防犯協会（片岡徳雄会長）
主催の『秋の地域安全キャン
ペーン』がイオン静内店前で
実施され、役員や警察署、静
内農業高校の生徒が参加し、
来店者へ鉢花等の啓発資材を
配布し、安全を呼びかけました。

緑町第５自治会

『第18回新ひだか町総合ケアセンター健康まつり』
が同センターで開かれ、多くの町民でにぎわいました。
会場では、脳年齢や足指力測定などのチェック
コーナーや塩分や砂糖の量が一目でわかる展示の
ほか、町立静内病院小松幹志院長による講演会「こ
ころが健康であるために」が行われました。来場
者は、催しを楽しんだり、展示や相談コーナーで、
健康に関する不安や疑問を栄養士や介護士などの
専門職員に相談し、知識を深めました。
個人の部

白寿祝状授与

金賞

金賞

谷岡

豊子

第15回チャリティ・コンサート 10/ ８

花いっぱいコンクール表彰式 10/ ７

プロジェクト・セブン（久米由光委員長）主催の『第15
回福祉資金造成チャリティ・コンサート』が町公民館で開催
されました。
喜扇会静内支部の新ひだか町音頭に始まり、全５組が出演
し、ゲストで井上由美子さんが歌を披露し、素敵な歌声に会
場は酔いしれていました。
また、15年間を通して、出演者は延べ25名、来場者は延
べ5000名に上り、入場料は27の福祉施設や被災地に寄附し
たことが評価され、酒井芳秀町長より感謝状が贈呈されました。

町コミュニティ運動協議会（山口俊秀会長）主催の「みん
なでまちをきれいにしよう」新ひだか町誕生10年記念『平
成27年度新ひだか町花いっぱいコンクール表彰式』が町公
民館で開催され、全22件の応募の中から、団体の部は緑町
第５自治会、個人の部は谷岡豊子さんの花壇が金賞を受賞し
ました。
表彰式終了後は、ＤＣＭホーマック㈱より「マリーゴール
ドの植栽と管理」について講演いただき、参加者はより素敵
な花壇を整備できるよう、真剣な表情で耳を傾けていました。

暮らしの便利マガジン調印式
10/6
『新ひだか町暮らしの便利マガジン』
発行に関する調印式が役場静内庁舎
で行われ、㈱ゼンリンと協定を締結
しました。これは平成25年３月に発
行された「暮らしのガイドブック」
の名称を変更し、内容を充実させ、
広報３月号と同時配付する予定です。

ＭＯＡ美術館新ひだか児童作品展
10/ ３､ ４
Ｍ Ｏ Ａ 美術館新ひだか児童作品展
実行委員会（藤沢澄雄実行委員長）
主催による『新ひだか児童作品展』
が町公民館で開かれ、町内の小学校
や幼稚園、保育所に通う子どもたち
の絵画や書道の応募作品約361点が
展示され、内51点が賞を受賞しました。
えむ おー えー

６

▼

します。
公表場所／町掲示板（静内
庁舎及び三石庁舎前）
、
町公式ホームページ、静
内庁舎総務課
問合せ／静内庁舎総務課
☎４３‐２１１１
（内線２１４）

人材確保実践セミナー

▼

▼

し尿収集手数料の改定

また、し尿収入証紙は１
月１日以降も現行のもの
をそのまま使用できます。
問合せ
日高中部衛生施設組合
（静内庁舎生活環境課内）
☎４３‐２１１１
（内線１２９）

町人事行政の運営等の
状況の公表

と き／ 月 日㈮
時 分～ 時 分
ところ／ホテルローレル
内 容
①キャリアアップ助成金に
ついて
講師 浦河公共職業安定所
②採用難時代の採用活動を
考える
講師 高岡幸生氏（リー
ジョンズ㈱代表取締役）
参加料／無料
申込み（問合せ）／日高中
部通年雇用促進協議会事
務局（静内庁舎商工労働
観光課内）
☎４３‐２１１１
（内線２９２）

▼

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

日高中部通年雇用促進協
議会では、通年雇用促進支
援事業として季節労働者を
雇用する事業所の皆様を対
象にセミナーを開催します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。

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

30

※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。

循環器内科は予約制です。
受付時間：13時30分 ~16時00分

15 20

11月19日㈭

新ひだか町人事行政の運
営等の状況の公表に関する
条例第６条の規定に基づ
き、平成 年度における人
事行政の運営等の状況を次
の場所において公表してお
りますので、お知らせいた

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

８
９

【今月の納期】
・国民健康保険税（６期分）
・後期高齢者医療保険料（５期分） 納期内に納入を
お願いします。
・保育所負担金（11月分）
・町営住宅使用料（11月分）
・学校給食費負担金（11月分）
【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)

13

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 11月５日（木） 13時30分～15時00分
ところ 役場三石庁舎
【問合せ】三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111

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、11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。

たします。
なお、し尿の汲取りを希
望する方は、売りさばき店
に申し込みと同時にし尿券
を購入いただきますようお
願いいたします。
改定料金
毅改定前
リットル当たり 円
毅改定後
リットル当たり 円
※改定後の料金は、平成
年１月１日以降に売りさ
ばき店でし尿券を申し込
んだ方に適用されます。
平成 年 月 日までに
し尿汲取りを申し込んだ
方は、改定前の料金とな
ります。

ha

手話相談
と き ４日㈬、18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

11月の税務日程

11

11月５日㈭

山手公園リニューアル

ha

し尿処理手数料について
は、し尿収集運搬業務等の
経費に併せて見直しを行っ
ているところですが、収集
運搬業務の健全な事業活動
を維持するため、平成 年
１月からし尿の汲取り手数
料を次のとおり改定いたし
ます。
し尿の汲取り業務を安定
的、継続的に行うため、収
集コストにかかる経費を受
益者の皆様に負担していた
だいているものですので、
ご理解とご協力をお願いい
28

法律相談（予約制）
と き ２日㈪、４日㈬、９日㈪、11日㈬
16日㈪、18日㈬、25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）
15

児童虐待防止推進月間

11

ha

10

76

⑤虐待は特別なことではな
く、あなたの周りでも起
こりえます。
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１３）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１９）

00

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 11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

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
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
日

23

16

ピュアプラザおもちゃの病院
町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

殺そ剤の空中散布

10

26

平成 年４月より整備し
ておりました山手公園（旧
静内文化センター・図書館
跡地）が、従前の２．６
に今回整備した１．７ を
加 え ４． ３ と 大 き く な
り、平成 年 月 日より
供用開始となりました。
新たに整備された公園内
に は、 防 災 機 能（ 備 蓄 倉
庫、貯水槽等）を備えた建
物、芝の多目的広場（面積
４，６８０㎡）や外周に遊
歩道（１周３３０ｍ）を整
備し、健康づくりや散策が
楽しめるようになりました。
問合せ／静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
25

67

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
※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。

31

定期相談11月
町内民有林で、造林木に
食害を及ぼす野ねずみを駆
除するため、ヘリコプター
による殺そ剤の空中散布を
行います。
実施日／ 月 日㈮～ 月
日㈫までのうち１日間
８時 分～ 時 分
散布区域／静内農屋、静内
豊畑、静内浦和、静内川
合、 静 内 西 川、 静 内 真
歌、静内東別
問合せ
三石庁舎水産林務課
☎３３‐２１１１
日高中部森林組合
☎４２‐００５６
00

人権（子ども含）・困りごと相談
と き 11日㈬、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）
27

27

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
12

相談は無料です
10

10

10

28

月は児童虐待防止推進
月間です。
依然、悲惨な児童虐待が
後を絶ちません。ちょっと
した「目くばり」、「気くば
り」で子どもを虐待から救
え ま す。 皆 さ ん の 周 り に
「虐待を受けたと思われる
子ども」がいましたら、す
ぐにご連絡下さい。
ま た、「 自 分 だ け が う ま
く子育てできない」、「この
子がいなかったら」などど
思ってしまうときは、一人
で悩まずにまずはご相談下
さい。
毅子どもを虐待から守るた
めの５か条
①「おかしい」と感じたら
迷わず連絡（通告）して
下さい。
②「しつけのつもり…」は
言い訳です。子どもの立
場に立って判断しましょ
う。
③一人で抱え込まず、あな
たにできることから即実
行しましょう。
④親の立場より子どもの立
場、子どもの命を最優先
しましょう。
11

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
月

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

新ひだか町誕⽣10周年記念事業
新

新ひだか町婚活ツアー2016を開催します。

桜
！
桜とサラブレッドの町
新ひだか町 で素敵な出会いをゲットしよう！！

独身の男性と女性 参加者募集中
参加資格：新ひだか町に在住の独身男性と日本全国の独身女性
参 加 料：無料
主な内容：平成28年５月21日（土）
町公民館にてセレモニー、嬉し恥ずかし自己紹介タイム、ミニトマト収穫体験、
みついし牛ディナー、ナイトイベント
平成28年５月22日（日）
乗馬体験、地元特産品を囲んでピクニック、フリータイム、カップルの発表
応募締切：男性：平成27年11月末日まで
女性：平成28年２月末日まで

道道栄通り花壇の里親協定

▼

▼

問 合 せ：新ひだか町婚活イベント実行委員会事務局（静内庁舎企画課内）
☎43‐2111（内線226・227）
ホームページ http://shinhidaka-konkatsu.appspot.com/

町立静内病院では、受付業務の効率化を図るため、自動受付機による診察受付を開始します。
これにより、12月１日から次の点が変更となりますので、お知らせします。
①受診の際には、必ず診察券をご持参下さい。
診察券を受付機へ挿入する受付方法となりますので、必ず診察券をご持参下さい。なお、紛失等された場合
は再発行いたしますが、実費徴収（税込100円）させていただきます。
②受付時間の変更
午前受付 ８時30分～11時30分（８時00分から8時30分に変更）
午後受付 13時00分～16時00分（変更ありません）
【問合せ】町立静内病院 ☎42‐0181
広告

11

【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。

【予約申込受付期間】
相談月の第１営業日から予約の申し込みができます。
※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。

【申込確認の通知】
予約された方には、相談日の前日までに予約確認済
の「お知らせ文書」を郵送しますので、当日相談会場
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。

日
１
８
15
22
29

月
２
９
16
23
30

火
３
10
17
24

11月
水 木
４ ５
11 12
18 19
25 26

金
６
13
20
27

土 相談日
11月26日㈭
７
14 予約申込期間
11月２日～24日
21
28 相談会場
静内庁舎３階第２会議室

▼
▼

▼

【問合せ】静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111

町立静内病院の診療受付方法が変わります

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。
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
て下さい。
年金受給者の死亡関係については、遺族の有無、
続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。
また、相談時間帯も希望があれば申し出て下さい。
なお、予約申込受付の状況により、ご希望時間に
受けることができないこともありますので、ご理解
下さい。
【問合せ】苫小牧年金事務所 ☎ 0144‐56‐9001
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

12月
水 木
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

気象台からの防災メモ

金
4
11
18
25

土 相談日
12月18日㈮
5
12 予約申込期間
12月１日～16日
19
26 相談会場
静内庁舎３階第２会議室

▼

町では、環境サポーター美化ネット推進事業として、
「国道花壇の里
親」事業を実施しております。
10月から「道道花壇の里親」として、道道栄通りの植樹枡（花壇）
総延長180ｍを「栄通り会」に整備していただくこととなりました。
道道花壇の里親は、栄通り会が初めてで、国道花壇と同様に環境美
化の推進にご協力をいただきます。

年金相談のお知らせ

▼

▼

情報ボックス

冬は、大陸に高気圧、北海道の東に低気圧の「西高東低の冬型の気
圧配置」となり、吹雪くことが多くなります。この時、北海道にかかっ
ている等圧線の間隔が狭いほど風は強く吹きます。
胆振・日高地方で、猛吹雪や吹きだまりによる交通障害などで重大
な災害の起こる恐れがある場合、気象台では「暴風雪警報」を発表し
ます。
暴風雪警報の発表中は、晴れていても一瞬で猛吹雪になるなど天気
変化が激しい場合もありますので、屋外での行動は危険を伴います。
特に車の運転は、雪や吹雪で事故の可能性が高まります。また、雪
や交通渋滞で車が止まると周辺に雪がたまり、排気ガスによる一酸化
炭素中毒を起こす危険も出てきます。やむを得ず運転するときは、道
西高東低の冬型の気圧配置
路の通行止めや規制の確認とともに、閉じ込められても対応できる装
備も必要です。家では停電に備え、ラジオ・懐中電灯・乾電池などを準備しておくとよいでしょう。
何より、テレビ・ラジオ等で最新の情報を確認し、外出を延期するなど的確な行動をとることが重要です。
【問合せ】室蘭地方気象台

☎0143‐22‐4249
広告

10

情報ボックス

▼▼▼▼

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）

災害用備蓄品として
ＬＥＤ灯光器／勇新電気計装（代表 浅野勇夫）
特別養護老人ホーム静寿園備品購入資金として
髙橋道子（静内豊畑）
特別養護老人ホーム静寿園へ
タオル／静内ライオンズクラブ（会長 伊藤重廣）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
チャリティーコンサートチケット／プロジェクトセブン（委員長 久米由光）
介護シューズ等／三國正義（静内緑町）
ウエス一式／浅野房子（三石歌笛）、歌笛老人クラブ（会長 安岡實夫）

後期高齢者医療制度のお知らせ

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス

～整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかりかた～

愚医療費の適正化について
整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が「使える場合」
と「使えない場合」があります。
医療保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。医療費の
適正な支出のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

愚整骨院・接骨院（柔道整復師）のかかり方について

▼

入

札

▼

歌笛地区管渠新設工事その４
総合町民センター建設建築主体工事
総合町民センター建設強電設備工事
総合町民センター建設弱電設備工事
総合町民センター建設空調設備工事
総合町民センター建設換気設備工事
総合町民センター建設衛生設備工事
都市公園施設改築更新工事その１（遊戯施設外）
ピュア店舗施設改修工事その１
総合ケアセンター自動火災報知設備等更新工事
都市公園施設改築更新工事その２（噴水制御盤）
ピュア店舗施設改修工事その２
ピュア店舗施設改修工事その３
実験センター排水設備工事
町立静内病院Ｃ系統空調設備更新工事
静内地区消火栓更新工事
町道対策配水管新設等工事その２
目名３号線舗装改修工事
中野新道線舗装改修工事
末広２号線用地測量業務委託
総合町民センター建設工事監理業務委託

公

表
（単位：千円）

落札業者
幌村建設㈱
岩田地崎・酒井・出口・池内特定建設工事共同企業体
㈱錦戸電気静内支店
㈲伊藤電気
㈱道南
飯田工業㈱
㈱長嶺設備工業
㈱三浦興産
㈲伊藤電気
㈱新興電気静内支店
㈲伊藤電気
㈱道南
㈱道南
㈱長嶺設備工業
㈱道南
㈲伊藤配管設備
㈱日高設備
不二建設㈱
不二建設㈱
㈲北斗開発測量
日本都市設計㈱

９月25日入札結果
入札工事・委託名

桜舞灯取替工事
三石地区第２簡易水道老朽管更新工事
三石地区第２簡易水道配水管布設工事その２
町道対策配水管新設等工事その３
桜並木通線舗装改修工事
都市計画図作成等調査業務委託
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果

９月３日入札結果
入札工事・委託名

広告

結

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）

39,000
1,429,000
117,700
52,227
122,000
31,412
43,500
16,800
2,695
12,000
7,371
7,000
1,300
4,450
12,640
2,255
7,680
1,730
4,380
2,600
23,500

40,680
1,429,790
119,300
58,030
123,850
32,380
44,610
16,990
2,740
12,530
8,450
7,230
1,340
4,580
12,970
2,330
7,910
1,840
4,620
2,740
24,240

95.87
99.94
98.66
90.00
98.51
97.01
97.51
98.88
98.36
95.77
87.23
96.82
97.01
97.16
97.46
96.78
97.09
94.02
94.81
94.89
96.95

（単位：千円）

落札業者
㈱錦戸電気静内支店
飯田工業㈱
㈱道南
㈱日高設備
さくら佐藤建設㈱静内支店
㈱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）

7,600 7,950 95.60
2,388 2,500 95.52
23,750 24,480 97.02
2,230 2,300 96.96
6,100 6,470 94.28
7,650 8,310 92.06

○医療保険が使える場合○

×医療保険が使えない場合×

◎医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲
及び捻挫等（肉離れを含む）と診断ま
たは判断され、施術を受けたとき。
※骨折・脱臼については、応急手当の
場合を除いて、あらかじめ医師の同
意が必要です。
◎骨・筋肉・関節のけがや痛みで、負傷
原因がはっきりしているとき

◎脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改
善がみられない長期の施術
◎保険医療機関（病院、診療所など）で
同じ負傷等の治療中のもの
◎施術所以外で施術を受けた場合
（往診は除きます）

愚はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方について
○医療保険が使える場合○

×医療保険が使えない場合×

◎はり・きゅう
神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、
頸椎捻挫後遺症、頚腕症候群などの慢
性的な疼痛を主症とする疾患

◎はり・きゅう
保険医療機関（病院、診療所など）で
同じ対象疾患の治療を受けている場合

◎あんま・マッサージ
筋麻痺（筋肉の麻痺）
、関節拘縮（関
節が硬く完全に曲がらないあるいは完
全に伸びきらない症状）など

◎はり・きゅう、あんま・マッサージ共通
疲労回復や慰安を目的としたものや医
師の同意がない場合

愚領収書は必ずもらって保管しておきましょう。
【問合せ】北海道後期高齢者医療広域連合
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

☎ 011‐290‐5601

ǹȞȸȈѬᛦ௹Მ
Ѭᛦ௹ǁƷƝׅሉƸƓฎǈưƢƔ
ƝׅሉƷᨂƕᢅƗƯƍǇƢŵᛦ௹ᅚǁƷᚡλᲦ੩ЈǛƓᫍƍƠǇƢŵ

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
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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
子ども一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。一人当たりの上限はありません。
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）

特定健診（後期健診）は、自覚症状がないまま進行する生活習慣病を早期に発見する健診です。
生活習慣病は、長年にわたる運動不足や食べ過ぎ、喫煙などの不健康な生活習慣によって引き起こされ、
内臓脂肪の蓄積による肥満、高血圧、高血糖、脂質異常が進行し、心臓病や脳卒中、
糖尿病の合併症（失明や腎不全）などの深刻な症状が発生する恐ろしい病気です。
これらを未然に防ぐためには、健診を受けて病気を早期発見することが重要です。
また、健診結果からどのような生活習慣の改善をすべきかを知ることもできます。
「とくに具合の悪いところはない」
「自分は太っていないから大丈夫」と健診を受け
ない方も多いですが、日本人の３人に１人が生活習慣病で亡くなっています。
年に一度は受診して、自分の健康をチェックしましょう。
健診料金は無料です。受診場所、期間は次のとおりです。
区分

町内

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
診療日の翌月から６か月以内に申請して下さい。
毅商品券取扱事業所
役場に取扱事業所の一覧を用意しています。
取扱事業所については、新ひだか町商工会へお問い合わせ下さい。

<

注

意

>

偽造また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。

健康づくり商品券

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、健康づくり商品券で還元します。
毅内
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、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
▽
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受診期間

静仁会静内病院 健診センター

☎42‐1888

山田クリニック

☎43‐0008

仲川内科胃腸科医院

☎42‐0345

駒木クリニック

☎45‐0123

町立静内病院

☎42‐0181

町立三石国民健康保険病院

☎33‐2231

静内保健福祉センター

☎42‐1287

11月29日㈰～30日㈪、２月６日㈯

三石保健センター

☎33‐2233

11月７日㈯

浦河赤十字病院

☎0146‐22‐5111

北海道対がん協会

☎011‐748‐5511

船員保険北海道健康管理センター

☎011‐200‐4811

札幌厚生病院

☎011‐251‐5713

ヒグマに注意！
秋のヒグマ注意特別期間

平成28年３月31日まで

平成28年３月31日まで

９月５日（土）
～11月３日（火）

散歩のマナー守っていますか？

フンは飼い主が
持ち帰って下さい。

平成27年

あなたが被害者にならない一番の方法は
ヒグマに遭わないことです
認
毅事前にヒグマの出没情報を確認
毅一人では野山に入らない
毅野山では音を出しながら歩く
毅薄暗いときには行動しない
毅フンや足跡を見たら引き返す
毅食べ物やごみは必ず持ち帰る

▽

▽

▽

▽

町外

健診機関名

【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117）

▼

▼

【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）

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

▼

子ども医療費助成 健康づくり商品券

▼

情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

‐日高振興局・新ひだか町‐

おしっこの場所にも
気をつけましょう。

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。
新ひだか町

14

00

静内川上流ダムの放流

ＦＲＰ船のリサイクル

女性の人権ホットライン

【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

北海道地区廃船処理協議
会（事務局北海道運輸局）
は、廃ＦＲＰ船リサイクル
システムの広報に取り組ん
でいます。
廃ＦＲＰ船はセメントの

10

11

11

アイヌの方を
対象とした職業相談会
平日ハローワークに行け
ない方で、仕事をお探しの
方や雇用保険・就職促進資
金貸付制度についてわから
ないことがある方などお気
軽にお越し下さい。
と き
① 月７日㈯
時 分～ 時 分
② 月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ
①緑町生活館
②花園生活館
※今後も月２回実施予定で
す。１名で対応するため
お待ちいただく場合があ
りますが、事前の予約も
できます。
問合せ
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４
00

00

北海道における配偶者等
からの暴力（ＤＶ）に係る
相談件数は、平成 年度に
１４，１３３件と過去最多

夜間、休日における
ＤＶ電話相談

10 11 14 11

職業能力開発促進月間
昭和 年、アジアで初め
て技能五輪国際大会が日本
で開催され、開会式が行わ
れた 月 日を記念し、こ
の 日 が「 技 能 の 日 」、 月
が「 職 業 能 力 開 発 促 進 月
間」と定められました。
日高管内では、この月間
中に、技能に対する住民の
正しい認識を高めるととも
に、技能者の技能と社会的
地位の向上を図るため、例
年開催しています「技能者
の集い」を今年も開催し、
技能尊重運動を推進しま
す。
毅日高管内「技能者の集い」
と き／ 月７日㈯
時 分～
ところ／天政
内 容／優良技能者・優良
青年技能者・技能者養成
貢献事業所表彰
問合せ／日高地方技能訓練
協会（浦河町東町うしお
２丁目３‐１）
☎ ０１４６‐２２‐２３９４
45

00

労働保険適用促進
強化期間

小規模多機能型居宅介護の
整備・運営事業者

日高中部広域連合では、
介護保険サービスに係る基
盤整備を進めています。
計画しているのは、小規
模多機能型居宅介護（登録
定員 名）で平成 年度中
に整備の完了をしているこ
とが条件です。
受付期間
９月 日～ 月 日
決定時期
平成 年１月（予定）
問合せ
日高中部広域連合事務局
☎４２‐５１０３

解、周知を図ることとして
原料・燃料として再利用さ
います。
れます。
労働者が安心して働ける
ＦＲＰ船の廃船をお考え
職場となるよう、まだ労働
の方はご相談下さい。
保険に加入していない事業
毅 ＦＲＰリサイクルセンター
主の方は、速やかに最寄り
☎ ０３‐５５４２‐１２０２
の労働基準監督署または公
ホームページ
http://www.marine- 共職業安定所（ハローワー
ク）でご相談下さい。
jbia.or.jp
問合せ
問合せ／北海道地区廃船処
浦河労働基準監督署
理協議会（北海道運輸局
☎ ０１４６‐２２‐２１１３
旅客・船舶産業課内）
☎ ０１１‐２９０‐１０１２
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４
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労働保険とは、労災保険
と雇用保険の総称で、労働
者の生活の安定などを図る
ことを目的に、国が直接管
理運営している保険です。
農林水産業の一部を除き、
労働者を一人でも雇用する
事業については、法人・個
人を問わず加入が義務づけ
られています。
厚生労働省では「未手続
事業の一掃」を年間を通じ
た主要課題と位置付けた上
で、 月を「労働保険適用
促進強化期間」とし、労働
保険制度のより一層の理

29

【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

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
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
19

11

11

参 加 料：無料
月 日㈪から 日㈰ま
では、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間
です。
職場におけるセクシャ
ル・ハラスメント、夫やパー
トナーからの暴力など、女
性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電
話相談時間を延長して対応
し、解決に導きます。
相談は無料で秘密は守ら
れますので、お気軽にご相
談下さい。
女性の人権ホットライン
☎ ０５７０‐０７０‐８１０
相談時間
月 日㈪～ 日㈮
８時 分～ 時 分
月 日㈯～ 日㈰
時 分～ 時 分
問合せ
札幌法務局日高支局
☎４２‐０４１５
16

16
17

00

26

27

00

15

30

00 21 30 16

10時30分～15時00分
き：平成27年11月22日㈰
と

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）

となりました。
北海道立女性相談援助セ
ンターでは、ＤＶに係る電
話相談を水曜日のみ夜間も
実施しているところです
が、 平 成 年 月 １ 日 か
ら、月曜日から金曜日の夜
間及び休日も電話相談を実
施し、より多くの方からの
相談に応じられるよう体制
の充実を図ります。
実施時間
毅月曜日～金曜日
（祝日を除く）
９時 分～ 時 分
電話・来所相談
時 分～ 時 分
電話相談
毅土曜日、日曜日、祝日
９時 分～ 時 分
電話相談
※ 月 日～１月３日は実
施しません。来所相談は
予約が必要です。夜間及
び休日の電話相談は、１
名で対応しておりますの
で、お待ちいただくこと
があります。
毅相談専用ダイヤル
☎ ０１１‐６６６‐９９５５
問合せ／北海道立女性相談
援助センター
☎ ０１１‐６６１‐３０９９
27

11

11

22

00

00

20

22

17

【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。

17

20

募集人数：ミニトマト３組程度、花き２組程度

11

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。

17

年齢要件：概ね満20歳以上50歳以下の方
11

10 11

就農相談会
00

30

00

29

10

“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！
17

12

00 21 00

14

28

情報ボックス
情報ボックス

▼

10

▼
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

10Ｃ棟14号

３ＬＤＫ

21,600～32,100

76.10

有

水洗

Ｈ10
三石歌笛Ａ

10Ｆ棟20号

３ＬＤＫ

21,600～32,100

76.10

有

水洗

Ｈ10
三石緑ヶ丘

14Ｂ棟11号

２ＬＤＫ

18,400～27,400

56.20

有

水洗

Ｈ14
三石緑ヶ丘

14Ｂ棟12号

２ＬＤＫ

18,400～27,400

56.20

有

水洗

Ｈ14

三石東蓬莱Ａ

15棟４号

２ＬＤＫ

22,100～32,900

66.80

有

水洗

Ｈ15

三石鳧舞

16Ｂ棟３号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.50

有

水洗

Ｈ16

32

都市計画マスタープラン
に対するご意見

Ｈ７

11

平成

年度入校生

国立北海道障害者職業能
力開発校では、求職中の障
がい者の入校生（訓練期間
１年または２年）を募集し
ています。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
願書受付期間
月１日～ 月 日
問合せ
国立北海道障害者職業能
力開発校
☎ ０１２５‐５２‐２７７４
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４

28

11

年度訓練生

道立苫小牧高等技術専門
学院では、電気機器科と金
属加工科の訓練生を募集し
ます。推薦受付については
お問い合わせ下さい。
受付期間
月 日～ 月５日
選考日／ 月 日㈭
問合せ／北海道立苫小牧高
等技術専門学院
☎ ０１４４‐５５‐７００７

平成

20

（見込み含む） 11月１日㈰～１月８日㈮
一般 男子で中卒
17歳未満の方

たいと考えておりますの
で、ぜひご応募下さい。
募集期間／ 月９日㈪まで
応募資格／町内にお住まい
の方
提出方法／持参、郵送、Ｆ
ＡＸ、メール
※提出する書式は自由です
が、氏名、住所を明記し
て下さい。
閲覧方法／マスタープラン
（案）は、町公式ホーム
ページまたは静内庁舎建
設課でご覧いただけま
す。
提出先（問合せ）
〒０５６‐８６５０
新ひだか町静内御幸町３
丁目２番 号
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
４３‐３９００

水洗

28

第１次試験１月23日㈯
第２次試験２月 ４日㈭～７日㈰
※いずれか１日を指定されます。

kensetu@shinhidaka.
hokkai.jp

有

14

11

10 12

高等工科学校生徒

災害義援金

67.70

16

１月９日㈯～11日㈯
※いずれか１日を指定されます。

金会を通じて中央共同募金
会へ寄託され被災県に送金
されますが、直接、被災県
の共同募金会へ送金を希望
される方はお問い合わせ下
さい。
募集名称
①平成 年台風第 号によ
る大雨等災害義援金
②台風第 号与那国町災害
義援金
募集期間
月 日㈪まで
被害状況
①宮城県、茨城県、栃木県
で死者７名、行方不明者
１名、全壊８棟
②沖縄県与那国町で全壊
棟、半壊 棟、一部破損
２８５棟
その他／ 所 得 税 法 第 条
（寄付金控除）により、
２，０００円以上の募金
寄付者に対し寄付金控除
が受けられます。税制上
の優遇措置を希望される
場合は、お申し出下さい。
受付窓口（問合せ）／新ひ
だか町共同募金委員会
（町社会福祉協議会内）
☎４３‐３１２１
☎３２‐３３５５

20,200～30,100

12

男子で中卒（見込み含む）
推薦 17歳未満の中学校長が推 11月１日㈰～12月４日㈮
薦できる方

新ひだか町共同募金委員
会では、災害被害を受けら
れた方々を支援することを
目的に、義援金の募集を行
うこととなりました。
義援金は、北海道共同募

２ＬＤＫ

新ひだか町教育大綱
（案）
に対するご意見

町では、平成 年３月に
「静内都市計画マスタープ
ラン」を策定し、計画の目
標期間は平成 年度から
年度までの 年間でした。
しかし、平成 年３月時
点で、計画策定から 年が
経過し、社会情勢の変化や
直近の課題に対応するため
に見直し作業を進めており
ます。
町の検討委員会及び住民
検討委員会で作成された素
案について、町民の皆さん
から広くご意見をお聞きし

７Ａ棟103号

でご応募下さい。
閲覧方法／教育大綱（案）
は、提出先窓口のほか、
町公式ホームページに掲
載しています。
提出先（問合せ）
〒０５６‐８６５０
新ひだか町静内御幸町３
丁目２番 号
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
４３‐３９００

町では、これからの将来
を見据えた人づくり・まち
づくりを、これまで以上に
教育委員会との連携を強化
しながら、町民の教育環境
の整備を積極的に推進する
こ と と し、 新 た に 町 の 教
育、学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の方針
を示す「新ひだか町教育大
綱」を定めます。
つきましては、教育大綱
（案）に対して町民の皆さ
んからご意見をいただき、
より良い教育大綱を策定し
ていきたいと考えておりま
すので、ぜひご応募下さい。
募集期間／ 月 日㈮まで
応募資格／町内にお住まい
の方
提出方法／意見応募用紙を
静内庁舎企画課、三石庁
舎地域振興課及び町公民
館に設置するほか、町公
式ホームページにも様式
を掲載していますので、
必要事項を記入の上、郵
送、ＦＡＸ、メールなど

公営住宅入居者

三石本桐Ｅ

13

27

浴槽

11

第４回11月28日㈯～30日㈪
第５回12月19日㈯～20日㈰
※いずれか１日を指定されます。
18歳～26歳まで

第４回11月20日㈮まで
第５回12月18日㈮まで
自衛官候補生

21

面積 ( ㎡ )

30

月額家賃（円）

11

型別

27

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。

11

50

住宅番号

13

27

11

20

15

11

26

11

kikaku@shinhidaka.
hokkai.jp

特定公共賃貸住宅入居者

21

10

25

51

78

自衛官募集案内

採用試験
応募資格

受付期限
募集コース

49

12

トイレ 建設年度
団地名

50

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 月中旬（予定）
申込期間
月 日㈭～ 月５日㈭
申込み（問合せ）
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２７０・２７１）
29

メール ℻

入居者募集住宅

メール ℻

入居資格
毅単身者で月額収入基準が
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
月中旬～ 月上旬
（予定）
申込期間
月 日㈭～ 月５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）
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２７０・２７１）

静内分駐所 ☎44‐2855（直通）
【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部

27

29

15

11

10

18
19

情報ボックス
情報ボックス

18

情報ボックス

情報ボックス

20

内 容
①町内のチャシの見学
②町内のアイヌ語地名の学
習
対象者
一般町民（町外の方も可）
※屋外の事業ですので、防
寒着の用意をお願いしま
す。
定 員／ 名
参加料／無料
その他／午前中の行事です
ので、昼食は準備しませ
ん。
申込み（問合せ）
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１７）
12

00

11

14 18
30

21

みらいセミナー

町では、新ひだか町みら
いセミナーとして、北海道
による消費者教育啓発セミ
ナーを開催します。
ぜひご参加下さい。
と き／ 月 日㈬
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
内 容／講演「環境にやさ
しい暮らし方～食品ロス
を考える～」
※食品ロスとは、まだ食べ
られるのにごみとして廃
棄される食品のこと。食
品ロスを削減すること
で、無駄遣いや出費の削
減、ごみの減量化につな
がります。
講 師／奥谷直子氏（一般
社団法人北海道消費者協
会 非常勤講師）
申込期限／事前にお申し込
み下さい。
参加料／無料
その他／託児がありますの
で、ご希望の方は 月
日までにお申し込み下さ
い。
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５
13

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。

２．対象物件
物件番号

所在地番

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／㎡）

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

備考

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。
４

静内柏台49番

土地

宅地

2,054.71

【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）

▼

00

チャリティー
ディナーショー

国際ソロプチミスト静内
では、町奨学資金支援及び
女性特有がん検診事業への
支援を目的として、チャリ
ティーディナーショーを開
催します。
と き／ 月４日㈮
時 分～（開場）
ところ
静内エクリプスホテル
入場料／８，０００円
チケット取扱所（問合せ）
樋口☎４２‐１６６３
近藤☎４２‐１６１２
18

10

町有地先着順売払いを実施します

１．申込書の配布・受付

50

50

11

▼

10

00 00

▼

29

11

00 00

▼

11

19 13 11 16 13 11

内 容
①古式舞踊の披露
②ムックリづくり体験
③アイヌ料理の試食
対象者
一般町民（町外の方も可）
※彫 刻 刀 を 使 用 し ま す の
で、子どもの場合は保護
者同伴
定 員／ 名
参加料／無料
その他／午前中の行事です
ので、昼食は準備しませ
ん。
申込み（問合せ）
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１７）

30

イオル再生事業
体験交流事業

町では、チャシや町内の
地名についての解説を行
い、町内の事を知る機会を
提供するため体験交流事業
を行います。
ぜひご参加下さい。
と き／ 月 日 ㈰
９時 分～
ところ／町公民館
募集期間
月９日㈪～ 月 日㈮

11

11

観光バス運転手
職業訓練受講生

15

11

00

北海道では、季節労働者
の通年雇用化施策として貸
切観光バス運転士の養成を
行うための事業説明会を開
催いたします。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
と き
月１日㈰
時 分～「女性限定」
時 分～
月２日㈪
時 分～
時 分～
ところ／札幌コンベンショ
ンセンター（札幌市白石
区東札幌６条１丁目１‐
１）
内 容
①研修内容やスケジュール
②現役乗務員とガイドによ
る相談コーナー
③観光バス会社６社による
企業ブース
申込み（問合せ）
札幌観光バス㈱
☎ ０１１‐８８１‐２４３１

11

17

Ａｉｂａ祭

30

今年度最後の開催となり
ますので、ぜひお越し下さ
い。
と き／ 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
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１

26

イオル再生事業
空間活用事業

町では、イオル（アイヌ
の伝統的な生活空間）を活
用し、昔ながらのアイヌ文
化に触れる貴重な機会を提
供するため空間活用事業を
行います。
ぜひご参加下さい。
と き／ 月 日㈰
９時 分～
ところ／町公民館
募集期間
月 日㈪～ 月９日㈪

10

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

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。

【問合せ】静内庁舎契約管財課
●旧川合小学校（静内川合108番地）
敷
校

地 17,334㎡（グラウンド含む）
舎 昭和30年築 木造平屋建739㎡

☎43‐2111（内線234）

●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 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 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
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まなびの広場
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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

12

11

スポンジテニス教室

と き／ 月 日、 日、
日 各木曜日
時 分～ 時 分
ところ／町静内体育館
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
申込み／ 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
00

11

00

と き
ところ
講 師
参加料
対象者
定 員
申込み

11月28日（土） 14時00分～16時00分
町地域交流センター ピュアプラザ
後藤えいこ氏（整理収納コンサルタント エコ・スタイル）
無料
町内にお住まいの既婚者
50名
11月20日までにお名前を人数をご連絡下さい。
☎43‐2111（内線226） ℻43‐3900
メール kikaku@shinhidaka.hokkai.jp

第 20 回こころの健康セミナー
日高地方精神保健協会では、毎年度、こころの健康セミナーを開催していますが、今回は現職の住職を
講師に招き「生きること」をテーマに講演を行います。
生きることにちうて考えたい方や興味のある方はぜひご参加下さい。
と き
ところ
講 演
講 師
参加料
申込み

11 月 19 日（木） 18 時 30 分～ 20 時 00 分
町公民館
身体と心を調える
佐野俊也氏（佛国山 法光寺 住職）
無料
不要

問合せ

日高地方精神保健協会事務局（浦河保健所内） ☎ 0146‐22‐3071

メンタルヘルス映画祭
日高地方精神保健協会では、精神保健に関して理解を深めてもらうためのセミナーや映画祭を開催して
います。今回の映画祭では、
「おかあさんの木」を上映します。
映画館という空間で、音と映像の世界に身を置き、日常を忘れリラックスしてみてはいかがですか？
と

30

11
15

10

混合バレーボール大会

次のとおり「第 回新ひ
だか町長杯争奪お父さん・
お母さん混合バレーボール
大会」を開催します。
お 父 さ ん・ お 母 さ ん の
ハッスルプレーに声援を
送って下さい。
と き／ 月 日㈰
８時 分（開会式）
ところ
静内体育館・山手体育館
問合せ／町静内体育館
☎４２‐００４８

23

今年度の開放終了

次のとおり、今年度の施
設の開放を終了いたしま
す。
たくさんのご利用ありが
とうございました。
静内川右岸パークゴルフ場
蓬莱山公園パークゴルフ場
終了日／ 月 日㈪まで
問合せ
町静内体育館
☎４２‐００４８
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
23

部屋を片付けようと思っても、うまく整理できない。片付けてもらってもきれいに収納できないなど、
家庭において「整理収納」で困ったことはありませんか？
今年の男女共同参画推進事業は「家庭生活での整理収納」をテーマに、家庭生活での整理収納方法を学
ぶことで、男性の家族的責任（家事・育児など）への関心を促し、女性自らが趣味や仕事など社会に参画
できる「時間」を作り出すことを目的に教室を開催いたします。
当日は専門の講師をお招きし、家庭での整理収納で困っていることなどについて一緒に解決していただ
く予定となっておりますので、ご夫婦で参加し、お部屋も心もすっきりしませんか？

13

30

11

家庭生活での整理収納教室

18

Jr

10 26

男女共同参画推進事業

申込み（問合せ） 静内庁舎企画課

毅レベルアップスイミング
と き／ 月４日、 日、
日、 日、 月２日
各水曜日
対 象／町内にお住まいの
小学生で、 ｍ以上泳げ
る児童
定 員／ 名（先着順）
内 容／ク ロ ー ル の 泳 力
アップと各種基本泳法の技
術をレベルに合わせ指導
参加料／無料
受付開始／ 月 日㈫

毅第４期レベルアップ
スイミング
と き／ 月 日㈭、
日㈫、 日㈭、
月１日㈫、３日㈭
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
アップと平泳ぎを中心と
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／ 月 日㈫
25

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

10

水泳教室

毅アクアエクササイズ
と き／ 月５日㈭、
日㈫、 日㈭、 日㈫
Ｅコース
時 分～ 時 分
Ｆコース
時 分～ 時 分
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／フ ロ ー マ シ ン 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／ 月 日㈬
18

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

11

16

10 11

乗馬教室

00 14

毅町民子ども乗馬体験教室
と き
月７日㈯、 日㈯
時 分～ 時 分
体験教室のため、いずれ
か１人１回のみ
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
参加料
４８０円 用
+ 具代 円
定 員
各日２人以内（先着順）

毅町民乗馬体験教室
と き
月 日㈯︑ 日㈯
時 分～ 時 分
体験教室のため、いずれ
か１人１回のみ
対象者／町内にお住まいま
たはお勤めの 歳以上の
乗馬初心者
参加料
９７０円 用
+ 具代 円
定 員
各日２人以内（先着順）
10 11

き 11月７日（土）～12月４日（金）
11月７日～20日 16時00分～
11月21日～12月４日 ①10時00分～ ②13時30分～ ③19時00分～
ところ 大黒座（浦河町大通２‐18） ☎0146‐22‐2149
観覧料 大人1,500円、高校生1,300円、小中学生1,100円、幼児800円
特別チケット① 親子ペアチケット1,000円 先着30ペア
お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃん＋お子さん（小中高生）
特別チケット② 大人1,200円、高校生800円、小中学生800円、幼児700円
※いずれの特別チケットも購入時にチラシを提示して下さい。チラシは、大黒座、カフェぶらぶら、
浦河保健所、静内保健所などにあります。
問合せ

日高地方精神保健協会事務局（浦河保健所内） ☎0146‐22‐3071
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ふるさとミュージアムコンテンツ ／ 図書館だより

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ
ĲĲĶ

まなびの広場

新ひだか町博物館 ☎ 42-0394
アイヌ民俗資料館 ☎ 43-3094
三石郷土館
☎ 33-2111
HP http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
E-mail shinhidaka-museum@car.ocn.ne.jp

ミュージアムレポート
古文書教室を開催します

博物館 特別展

と き 11月28日（土）13時30分～15時00分
ところ 町博物館
講 師 山田一孝氏（静内郷土史研究会会長）
対 象 一般
参加料 無料
定 員 40名
申込み 町博物館の窓口または電話でお申し
込み下さい。
問合せ 町博物館 ☎42‐0394

̺ͤ͢܁

町内博物館のご案内
博物館

アイヌ民俗資料館

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

９時00分～17時00分
月曜・祝日の翌日休館

三石郷土館

ピュアプラザ
町民ギャラリー

９時00分～17時00分
土曜・日曜・祝日休館

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

まちの姿を伝える古地図

本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

平成28年１月10日（日） 受付／13時00分～ 式典／13時30分～
町公民館
平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれの方で
①新ひだか町に住民登録されている方
②新ひだか町に在住していたが、就職・進学等により現在、他市町村に住民登録されている方
※②に該当している方は、12月15日（火）までに町公民館に申し込み下さい。
※①に該当している方及び②に該当し、町公民館に申し込みをされた方には、12月17日（木）にハガキ
でご案内します。なお、期日から２～３日が過ぎてもはがきが届かない場合は、町公民館までご連絡
下さい。

毅

毅 おはなしたんぽぽ

毅

毅【場所】三石分館 えほんのへや

毅

毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け） 毅

毅 赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ

毅

14時30分～

毅【場所】三石分館 えほんのへや

【日時】７・14・21・28日㊏

【日時】７・14・21・28日㊏ 10時30分～

毅【場所】本館 おはなしのへや

【日時】10日㊋

毅

毅
13時00分～

10時30分～

毅【場所】本館 おはなしのへや

静内会場（町公民館）
作品展示❀
❀作品展示
❀
毅第１展示
毅第２展示
毅第３展示
鑑賞時間

10月23日（金）～10月25日（日）※一部の部屋
10月30日（金）～11月１日（日）
11月６日（金）～11月８日（日）
10時00分～18時00分

会
会❀
❀茶
❀
毅作品展示期間中及び11月３日（火・祝、町表彰式当日）
実施時間 10時00分～15時00分
芸能発表❀
❀芸能発表
❀
毅第２ステージ 10月25日（日） 14時00分～
11月14日（土） 吹奏楽部門 13時00分～
毅バンド祭り
11月14日（土） アコースティック部門 18時00分～
11月15日（日） 軽音楽部門 14時00分～
三石会場（旧鳧舞小学校）
特設部門❀
❀特設部門
❀
毅軽音楽祭（みついしふれあいプラザ）
11月１日（日） 18時00分～
毅町民ダンスパーティー（みついしふれあいプラザ）
11月15日（日） 18時30分～20時30分

毅

11 月の休館日 図書館本館は、毎週火曜日の開館時間を20時00分まで延長します。※火曜日が祝祭日の場合は、18時00分に閉館します。
２・４・９・16・24・30日㊊㊋㊌
館 虞 27日㊎（資料整理日）

【申込み（問合せ）
】町公民館 ☎42‐0075

三石分館 虞 １・２・４・８・９・15・16・22・24・29
27日㊎（資料整理日）
・30日㊐㊊㊋㊌

【問合せ】 町民芸術祭実行委員会 静内事務局 ☎42‐0075
三石事務局 ☎33‐2222

第十回新ひだか町民芸術祭

毅 はまなす文庫

新成人代表募集

開催中

「ふたりしずか朗読会」10月31日（土）
13時30分開演 図書館本館多目的集会室
入場無料・申込不要
「古本市」10月31日（土）・11月１日（日）
10時00分～18時00分 図書館本館ロビー
入場無料・申込不要
毅お一人10冊まで、寄贈資料・除籍資料をお分けします
毅本の寄贈を受付中（当日会場でも受け付けします）
（百科事典・ＣＤ・ＤＶＤ・カセットテープ・ビデオは除く）
「こども一日司書」11月７日（土）～８日（日）
９時30分～12時30分
町内の小学生が一日司書として活躍します。ぜひご来館下さい。
（募集は10月27日で終了します）
三石分館新着情報
「ブックリサイクル」10月27日（火）～11月14日（土）
●消滅／恩田陸
10時00分～18時00分 図書館三石分館
●老後の資金がありません／垣谷美雨
毅寄贈資料・除籍資料をお分けします
●プラージュ／誉田哲也
毅三石分館休館日は実施しません
●犬の掟／佐々木譲
「図書館本館11月の企画展示」
●安倍「壊憲」を撃つ／小林節
昭和レトロの世界
●農家の手づくり野良着／農山漁村文化協会
「法政大学通教文庫」
●いちばんかわいい！手づくりの犬の服と小物／了戒かずこ 法政大学通信教育部で使用されているテキスト一式を
●マンガでおさらい中学英語／フクチマミ
法政大学通教文庫として本館に設置しました。
【児童書】
「大きなクリスマスツリー募集中」
●マンモスアカデミー１／ニール・レイトン
図書館・博物館に飾る大きなツリーを募集しています。
●だーれもいないだーれもいない／片山健
160㎝以上、できたら200㎝ぐらいの大きなものを
（※ 新着図書等は上記以外にもたくさんあります。ぜひ図書館へおこし下さい！） お願いします。
11 月の読み聞かせ
●職業としての小説家／村上春樹
●小説土佐堀川 広岡浅子の生涯／古川智映子
●悪の力／姜尚中
●老後破産
●食品に関する法律と実務がわかる本 最新版
●世界を制した日本の名馬たち
●ルルとララのミルキープリン（児童書）
【ＤＶＤ】
●天城越え
●48時間
●ＤＶＤカラオケ全集１ 昭和歌謡の綺羅星
●うっかりペネロペ ひとりでできるよ編
●日本の昔話 ヤマタノオロチ ほか
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と き
ところ
対 象

次のとおり、新成人の代表を募集します。記念に残る成人式にしませんか。申し込みをお待ちしています。
対
象 成人式に出席する新成人
予定内容 町民憲章朗唱（１名）、記念品の受け取り（１名）、決意表明（１名）
募集期間 12月３日（木）まで ※定員を超える場合は、厳正なる抽選を行い決定します。

新ひだか町図書館 読書週間事業

新ひだか町図書館

本館新着情報

本

新ひだか町成人式

新ひだか町10年記念・第１回新ひだか町博物館特別展「静内三石旧町回顧
展」開催中。静内三石旧町ゆかりの品々で、まちの歴史をふりかえります。

ホームページ http://www.shinhidaka-library.jp/ スマホ用Web-OPAC http://www.shinhidaka-library.jp-opac/sp/

【日時】６・20日㊎

平成28年（第10回）
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すこやか

マ
マタニティクラブのご案内
内

検査 ･ 健診 ･ 相談11月

町では、妊婦さんを対象に「マタニティクラブ」を開催しています。『出産・育児のプレ体験』や『妊娠中
の思い出作り』をしに来ませんか（託児はありません）。

会場

行

事

実施日・時

間

対

象
みうら つむぎ ちゃん（６歳）

妊婦・赤ちゃん編

歯科編・妊婦体操

先輩ママ編

☆妊娠中の身体と心
☆赤ちゃんのお世話
（お風呂、だっこ、
オムツ）

☆マイナス０歳から
の虫歯予防
☆妊婦体操

☆先輩ママの出産・
育児体験記
（先輩ママと赤ちゃ
んが来所）

栄

養

編

産

編

☆おっぱいの話
☆楽なお産には
コツがある！
（お産の進み方、
呼吸法）

講

座

日
時

程 1 1月 ９日（月） 1 1月 1 3日（金） 1 1月 1 8日（水） 1 1月 1 6日（月） 1 1月20日（金）
間 13時30分～15時30分 10時30分～13時30分 13時30分～15時30分 13時30分～15時30分 13時30分～15時30分

栄

養

編

歯科編・妊婦体操

出

産

編

先輩ママ編

母子健康手帳
母子健康手帳
動きやすい服装
母子健康手帳
動きやすい服装
歯ブラシ・コップ
備 テキスト（初回参加時にお渡ししますので、２回目以降の参加の際は、毎回テキストをお持ち下さい）
所 静内保健福祉センター（静内緑町４丁目５番１号）

持ち物
準
場

妊婦・赤ちゃん編

母子健康手帳

母子健康手帳
エプロン

３歳児健診
静 内 保 健 福 祉 セ ン タ ー
☎４２‐１２８７（内線７２０～７３１）

☆すぐ役立つ！
ママと赤ちゃんの栄養
（調理、ランチつき）

出

１歳６か月児健診

出産編には、町立静内病院助産師さんが来ます。
参加希望の方は11月５日（木）までにお申し込み下さい。
【申込み（問合せ）】 静内保健福祉センター

受診間隔：１年に１回

～肺がん編～

検診内容：問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診
（問診で必要と判断された場合）

＜日本人のがん死亡数トップ＞
肺がんは日本人のがん死亡数第１位。最大の原因はたばこで、喫煙年数・
本数が多いほど肺がんのリスクが高まります。また、受動喫煙によっても
肺がんのリスクは高まるため、非喫煙者でも油断はできません。

＜こんな症状があったらすみやかに医療機関へ＞
治りにくい咳、血痰、胸痛、呼吸時のゼーゼー音、声のかすれ、顔や首のむくみ、息切れ
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４か月児健診 19日 ( 木 )
H27年７月生
・８時45分～10時30分
・12時30分～13時30分
※７か月児健診対象のお子さ
んはＢＣＧ予防接種がある H27年４月生
ため、８時45分～10時30
分の呼び出しとなります。
また、ブックスタート事業
により、絵本をお渡ししま
12か月児健診 す。
H26年11月生

11月29日（日）～30日（月）、２月６日（土）
11月７日（土）

11

７か月児健診

歯科健診

たんの かい くん（４歳）

４日(水)
H26年４月生
・12時50分～13時50分 H24年11月生

25日 ( 水 )
H21～25年４月生
フッ素塗布 26日 ( 木 )
・９時00分～11時00分 H21～25年10月生
・13時00分～16時30分

まつもと がく くん（４歳）
9 9 9 9 9 9 9 9

忘れていませんか！！

11～12歳は二種混合予防接種の対象です！！
（ジフテリア ・ 破傷風）

毎週月曜日～金曜日 乳幼児から
保健師・栄養士
・９時00分～17時00分 お年寄りまで
歯科衛生士

）

１歳６か月児健診
11日 (水)
・12時30分～
３歳児健診

H26年３月10日～
H26年５月11日生
H24年９月10日～
H24年11月11日生

健 康 相 談 毎週月曜日～金曜日 乳幼児から
お年寄りまで

（保 健 師） ・９時00分～17時30分

静内保健所
☎４２‐０２５１

＜受けよう！肺がん検診＞
胸部エックス線検査
胸部にエックス線を照射して撮影し、異常陰影の
有無を調べます。気軽に短時間で受けられる検査です。
喀痰細胞診
痰を採取し、その中に肺がんの細胞が混じっていないかを調べます。

＜肺がん検診受付中！＞
検診日程
静内保健福祉センター
三石保健センター

H24年９月生
そとやま ゆきな ちゃん（５歳）

（
三石保健センター
☎３３‐２２３３

対象：40歳以上の男女

H26年３月生

健康相談

☎ 42‐1287

がん検診を知ろう

５日 ( 木 )
・８時45分～10時30分
・12時30分～13時30分

すこやか

すこやか

ひきこもりや精
６日 ( 金 )
こ こ ろ の ・13時30分～15時30分 神的な不安、悩
健 康 相 談 ※11月２日㈪まで みのある方
の申し込みが必要 ＊予約制
不妊、思春期、更
25日 (水)
女 性 の ・13時00分～16時00分 年期等心身の悩み
がある女性
健 康 相 談 ※前日までの申し
込みが必要
＊予約制

※上記の日程は変更にある場合があります。乳幼児健診及びフッ素
塗布の対象の方には郵便でお知らせしますので、ご確認下さい。

乳幼児期の接種から期間が空いているので忘れてしま
いがちですが、この機会に忘れず受けましょう！

《対

象》

• 満11歳以上～13歳未満（13歳の誕生日前日まで）で、

乳幼児期に４回（少なくとも３回）、二・三種混合 予防
接種 (ジフテリア・破傷風もしくはジフテリア・百日せき・破傷風 )
を受けた方
• 接種日現在、町内にお住まいの方
《料 金》
• 無料（上記対象以外は自己負担となります）
《持ち物》
• 予診票（お手元にない場合はお問い合わせ下さい）
• 母子手帳

下記の医療機関で直接予約をして下さい
《接種協力医療機関》
• 町立静内病院
• 仲川内科胃腸科医院
• 中村脳神経内科クリニック

• 町立三石国保病院
• 静仁会静内病院
• 山田クリニック

< 問合せ >
静内保健福祉センター
三石保健センター

☎42-1287
☎33-2233
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すこやか

すこやか

まだ間に合います！

乳 ・ 子宮がん
ん検診
検 診 受付
受付中

住民検診受付中

受けないなん
て
もったいない！

会場・日程
会場

日程

検診受付時間
【午前】 ①８時30分～９時00分 ②９時30分～10時00分
【午後】 ③12時30分～12時45分 ④13時00分～13時30分
12月５日（土）
※初めての方は、①か④をご利用下さい
③は乳がん検診のみの方

三石保健センター

定員に空きがある受付時間については、まだお受けすることができますので、希望される方は検診会場の窓口又は
電話にてお申し込み下さい。

検診会場

検診日程

三石保健センター
静内保健福祉センター

検診内容・料金

※昨年度、町が助成する乳・子宮がん検診を受けていない方が対象です。

検診名・内容

乳がん検診

料金
（個人負担金）

視触診
マンモグラフィ検査
（二方向撮影）
視触診
マンモグラフィ検査
（一方向撮影）
頸部がん検診
（頸部細胞診）

無料対象者

2,600円

40歳～49歳 ①40歳…乳・子宮
の町民の方 （昭和50年４月１日～昭和51年３月31日生まれの方）

2,200円

②生活保護世帯…乳・子宮
50歳以上
の町民の方 ③過去５年間、町が助成する乳・子宮がん検診を
受けていない方

2,100円
20歳以上
の町民の方

子宮がん検診
経膣超音波検査

検診名（検診内容）
対象者

※③に該当する生年月日についてはお問い合わせ下さい
４月下旬に無料の検診受診券を送付しています

1,030円

※上記料金は助成後の金額です。
※対象年齢は平成28年３月31日現在です。
※満40歳以上の方は、上記検診時に大腸がん検診（便潜血反応検査）も受診できます。
※２月15日（月）実施の乳・子宮がん検診も受付中です。

「健康づくり商品券」の対象です！

* 個人負担金については

※経膣超音波検査は対象外となります。

☎ 42-1287

～おいしいお酒のたしなみ方ミニ講座同時開催～

65歳以上の男性を対象に簡単に作れる料理教室を行います。
ふだん台所に立つことがない方、包丁をにぎったことがない
方も気軽にぜひご参加下さい。
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申込先（問合せ）
：
地域包括支援センターしずない
地域包括支援センターみついし
静内保健福祉センター

11月29日（日）～30日（月）

７時00分～10時00分までの７段階

料金

対象者

特定健診（血液検査・診察等）

無料

後期健診（血液検査・診察等）

無料

胃がん検診（胃バリウム検査）

1,900円

備考

新ひだか町国民健康保険に加 ●今年度40歳を迎える方（昭和50年４月１日～
入している満40歳以上の方
昭和51年３月31日生）や生活保護を受給され
後期高齢者医療制度に加 ている方は、胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウ
イルス検診、エキノコックス症検診が無料です。
入している方
●国の推進事業対象の方は大腸がん・肝炎ウイ
ルス検診が無料となります（該当する生年月
日については、お問い合わせ下さい）
。
●新ひだか町国民健康保険以外の方で、加入者
満40歳以上の町民の方
本人以外のご家族（40歳以上）については、
※肝炎ウイルス検診は、今
特定健診とがん検診の同日実施が可能な場合
まで受診したことがない
がありますので、ご相談下さい。
方
●各検診とも年度内1回の受診となります。
●内臓脂肪検診と肺がんＣＴ検診は11月29日
（日）の静内会場のみとなります。また、両
方の検診をセットで受診した場合、料金は
原則50歳以上の町民の方
10,290円となります。

肺がん検診（胸部レントゲン検査）

600円

大腸がん検診（便潜血反応検査）

700円

肝炎ウイルス検診（血液検査）

900円

内臓脂肪検診（腹部ＣＴ検査）

3,090円

肺がんＣＴ検診（胸部ヘリカルＣＴ検査）

8,230円

前立腺がん検診（血液検査）

2,060円 おおむね50歳以上の町民の方
小学３年生以上の町民の方で
300円 ５年以内に受診していない方

「健康づくり商品券」の対象です！

年末年始に向けておもてなし料理にチャレンジ

と き：11月27日（金） 10時00分～13時00分
ところ：静内保健福祉センター 2階栄養指導室
対 象：町内にお住まいの65歳以上の男性
内 容：調理実習・ミニ講話
講 師：保健師・社会福祉士・管理栄養士
参加費：無料
定 員：10名（先着順）
持ち物：エプロン（自宅にない場合は持参しなくて良いです）
申込み：11月20日（金）までに、右記窓口または電話で
お申し込み下さい。

６時00分～９時00分までの７段階

* 個人負担金については

平成27年度第２回

男の料理教室

11月７日（土）

（個人負担金）

エキノコックス症検診（血液検査）

◆申込み・問合せ先◆
静内保健福祉センター

受付時間

※料金が網掛けの検診は対象外となります。

離乳食教室

のお知らせ

お子さんのご誕生おめでとうございます !
母乳やミルクを飲んで、すくすくと育ってい
る赤ちゃんも、５～６か月になると離乳食
を開始する時期になります。赤ちゃんから
の離乳食スタートのサインや進め方など初
めての離乳食は「？」がいっぱいで当然です。
離乳食について学び、赤ちゃんにも食べる
楽しさの体験をさせてあげましょう！

☎ 43‐1111
☎ 33‐2911
☎ 42‐1287

11月17日（火）
13時20分～15時00分

◆申込み・問合せ先◆
静内保健福祉センター
三石保健センター

☎ 42-1287
☎ 33-2233

◆会
◆対

場：静内保健福祉センター ２階栄養指導室
象：町内にお住まいで、第１子が４～６か月の
保護者
◆定 員：先着10名まで（11月13日まで受付）
◆持ち物：エプロン、お子さんの外出に必要なもの
（あればおもちゃなど）
※実習時、託児がありますが必要な方はおんぶひも
を持参して下さい。

離乳食スタート！
楽々！
赤ちゃんからのサイン 調理実習

個別相談
体重測定

◆◆お問合せ・お申込み先◆◆
静内保健福祉センター
☎42-1287

28

すこやか

すこやか

今日から実践！

ˍˍ ֓ݢݣၷ۾ܥ
❖町立静内病院

休日・夜間時間外急病患者診療 ❖

町立静内病院

講 座 名

☎ 42‐0181

夜間内科 （18時00分～８時00分）
２・４・９・11・16・18・23・25・30日（毎週月・水曜日※23日は祝日のため17時00分～）

❖町立三石国保病院

祝日内科（９時00分～17時00分）
23日（月）

休日・夜間時間外急病患者診療❖

町立三石国保病院

☎ 33‐2231

日

曜日

４

水

５

木

６

金

10

火

11

水

12
13

木
金

17

火

18

水

19

木

20

金

25

水

26

木

27

金

コミュニティバス（三石地区）
地

区

中野町（３丁目を除く）・旭町（新生自治会地区、公営
住宅地区を除く）・神森（第２自治会地区を除く）
・目名
清水丘・中野町３丁目・神森第２自治会地区・
旭町新生自治会地区・旭町公営住宅地区
田原・豊畑
東静内・浦和
御園・農屋・桔梗親和
川合・西川
市街地・真歌・入船町
春立・東別
市街地・真歌・入船町
市街地・真歌・入船町
中野町（３丁目を除く）・旭町（新生自治会地区、公営
住宅地区を除く）・神森（第２自治会地区を除く）
・目名
清水丘・中野町３丁目・神森第２自治会地区・
旭町新生自治会地区・旭町公営住宅地区
田原・豊畑
市街地・真歌・入船町
東静内・浦和
市街地・真歌・入船町
御園・農屋・桔梗親和
市街地・真歌・入船町
川合・西川
春立・東別

市街地の方は前半１回・後半１回の月２回の利用ですので、厳守願います
温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要となります
温泉バスをご利用できる方は、65歳以上の方となります
時刻表・運行経路については、静内庁舎福祉課（☎43‐2111）までお問い
合わせ下さい
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曜日

日
９

月
２・16・30

行き先

地

区

静内方面 稲見・川上・清瀬・

歌笛・庄内・谷地・
美 野 和 の 一 部・
浦河方面 本桐・鳧舞

健康チェック編

65歳以上の方で介護保険の要介護・
新ひだか町にお住まいの方（年齢問わず）
要支援の認定を受けていない方

内

講

師

スタッフ

温泉バス（静内地区）

エアロビクス編

歩行機能の衰えを防ぐために、身
今回はエアロビクスを実施しま 血液サラサラチェック、体組成検
体のバランス機能を高める筋力
容
す。リズムにあわせて楽しく体を 査、血糖検査、血管年齢、身体計
アップの運動、ストレッチ体操を
測、歯磨き体験、栄養相談など
動かします。
中心に行います。

※急病・救急での受診以外はお控え願います。
※救急医療機関はテレホンガイド（☎42-7000）でもお知らせしています。

ġˍˍ

❷ヘルスアップ講座

❶高齢者向け運動教室
～若返り大作戦～

象

全日程

※静仁会静内病院では24時間365日、急病・救急患者の受け入れができます。
静仁会静内病院 ☎42-0701

健康運動指導士
健康運動指導士

長谷川 拡介 氏
西村 真有美 氏

社会福祉士・保健師

日

１回目 11月10日（火）
２回目 11月18日（水）
程
３回目 11月24日（火）
※３回のうち、２回をお選び下さい。

時

間

保健師

歯科衛生士・管理栄養士・保健師

11月13日（金）

11月６日（金）

10時00分から16時00分までの
うち１時間程度

10時00分～12時00分

と こ ろ

静内保健福祉センター

申 込 み

10月26日から受付開始（定員になり次第締め切ります）

定

員

40名

25名

地域包括支援センターしずない
☎43-1111
申 込 先
静内保健福祉センター☎42-1287
地域包括支援センターみついし
☎33-2911
持 ち 物 飲み物（水分補給用）・動きやすい服装と靴

10・24 静内方面 稲見・川上・清瀬・
火
17

水

豊 岡・ 西 蓬 莱・
緑ヶ丘公営住宅・
浦河方面 旭町公営住宅

12・26 静内方面 福 畑・ 富 沢・ 豊
５・19 浦河方面

金

お 願 い

身体計測のため脱ぎやすい服装

。
❶か❷のどちらか片方をお選び下さい（両方のお申し込みはご遠慮下さい）
持病のある方は、主治医にご相談の上、お申し込み下さい。

・歌笛・谷地・
11・25 静内方面 稲見
本桐・蓬栄・富沢・

４・18

木

歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・
浦河方面 東蓬莱

～さまざまな年代の機能に応じ、
体を動かす楽しさを提案します～

対

週末内科 （毎月第２、４土曜日13時00分～それに続く月曜日８時00分）
14・15・28・29日
日曜日昼間外科（９時00分～17時00分）
15・29日（毎月第２、４日曜日）

みんなの健康講座

岡・西端・越海町・
港町・本町

野 和・ 歌 笛 市
13・27 静内方面 美
街・ 久 遠・ 本 桐

１１８

いい歯でよく噛もう

（い）
（い）
（歯）

11月８日は１ １ ８の日！

日本歯科医師会は「いつまでもおいしく、そして、楽しく食事をとる
ために、口の中の健康を保っていただきたい」という願いを込めて、
厚生労働省とともに「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」と
いう「８０２０運動」を積極的に推進しています。

シュムロ・福畑・
豊 岡・ 西 蓬 莱・
６・20 浦河方面 旭町公営住宅

浦河方面行きは「みついし昆布温泉蔵三」を
静内方面行きは「静内温泉」を経由します
コミュニティバスは年齢等の条件はなくど
なたでも利用できます
時刻表・運行経路については三石庁舎町民福
祉課（☎33‐2111）までお問い合わせ下さい

好きなものを食べるとき、思わず笑顔になりますね。
「おいしい」を感じるときに、味や歯ごたえ、全部
お口で感じます。
秋の味覚を楽しむ季節。
「おいしいは、うれしい。
」と感じて欲しい。
あぁ、歯があるってステキ！
11月８日～14日
栄養相談・歯科相談は静内保健福祉センターへ ☎42‐1287 「北海道歯・口腔健康づくり８０２０推進週間」

30

人のうごき
人

口

23,853人（－ 44）

男

性

11,588人（－ 18）

女

性

12,265人（－ 26）

数

11,953世帯（－ 26）

世

帯

◆ 11 月の主な行事◆

平成27年９月30日現在（ )内数字は前月比

おめでた・おくやみ
（10月10日まで届出分・敬称略 )

か
だ
ひ
新
報
広

⓫
成
平
■
年
月

27 10 25

３日（火）
町・町教育委員会表彰式（町公民館）
10日（火）
Ａｉｂａ祭（さくらセレモニーホール）
15日（日）
第10回新ひだか町長杯争奪
「お父さん・お母さん混合バレーボール大会」
（町静内体育館、山手体育館）
イオル再生事業空間活用事業（町公民館）
29日（日）
イオル再生事業体験交流事業（町内チャシ跡）
日高管内道民芸術祭
「社交ダンス＆フォークダンスフェスティバル」
（町公民館）

行
発
日

火災・救急出動状況

平成27年９月30日現在 (

) 内は前年同期件数

巻
通
■

115

区

分

火 災 件 数

救 急 件 数

９

月

０件 （１)

72件 （80)

１月から９月
までの累計

11件 （８)

723件 （778)

号

【火事・救急・救助は】
ただちに119番へ！

行
発
■

/

【毎月10日は防火の日】
火災予防啓発のため、午前７時、午後８時にサイレ
ンを吹鳴しています！
吹鳴時間が30秒から10秒に変更になります。
（田原地区は３月まで30秒吹鳴）

町
か
だ
ひ
新

【住宅用火災警報器】

課
画
企
部
画
企
務
総

/

集
編
■

設置が義務化されています。大至急設置しましょう！

交通事故発生状況
区
９

分

平成27年９月30日現在 (

発生件数

死

) 内は前年同期件数

者

傷

者

月 ４件 （３)

０人 （０)

５人 （３)

１月から９月 17件（31)
までの累計

０人 （１)

21人 (42)

～飲酒運転しない町

新ひだか町～

新ひだか町は平成27年９月
「飲酒運転撲滅宣言」をしました

～交通災害共済加入受付中～
年額500円で自転車による事故も対象となります。
問合せ ( 申込み ) 静内庁舎 生活環境課 ☎ 43‐2111
三石庁舎 町民福祉課 ☎ 33‐2111

【 広告掲載をお考えの事業者の皆様へ 】
掲載をご検討いただき、ありがとうございます。
広告の大きさ・期間・掲載料などについては、次の
広告代理店へお問い合わせ下さい。

( 有 ) 田畑印章房

☎ 42-0163

町政に対するご意見・ご提案などがありましたら、
はがき・封書・FAX・Ｅメールなどで、下記までお送
り下さい。お待ちしています。

新ひだか町
●静内庁舎 〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番50号 TEL 0146(43)2111
FAX 0146(43)3900
●三石庁舎 〒059-3195 北海道日高郡新ひだか町三石本町212番地
TEL 0146(33)2111
FAX 0146(32)3455
公式ホームページ http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
E-mail kouhou@shinhidaka.hokkai.jp

