家庭用ＬＥＤ照明器具等
購入費補助

☎４３‐２１１１
（内線１２８・１２９）

静内霊園新区画の貸し付け
静内霊園の新しい墓地用
地（新静内霊園）について、
貸し付けを開始いたしまし
た。また、これまで貸し付
けしております区画（１区
画５万円）も引き続き受け
付けしております。
貸付金額
１区画（５㎡） 万円
貸付区画数／ 区画
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２９・１３０）

蔵三休館日
み つ い し 昆 布 温 泉「 蔵
三」は、館内メンテナンス
のため次の日程で休館させ
ていただきます。
休館日
月３日㈭ 終日休館
月４日㈮
朝湯５時 分～９時 分
は休館
時 分より通常営業
問合せ
みついし昆布温泉「蔵三」
☎３４‐２３００

▼

▼

▼

ところ
①ピュアプラザ
②役場三石庁舎
相談内容／離婚・相続に関
すること、児童・高齢者
の虐待に関すること、セ
クハラ・パワハラに関す
ること、いじめに関する
ことなど
相談担当者／人 権 擁 護 委
員、法務局職員
その他／札幌法務局日高支
局内では、相談所を常時
開設しています。
問合せ
札幌法務局日高支局
☎４２‐０４１５
この補助制度は、平成
年２月 日購入分で受け付
けを終了します。
補助制度の利用を希望さ
れる方は、お早めにご準備
いただき期間内（購入後１
か月以内）の申請をお願い
します。
補助制度につきまして
は、町公式ホームページま
たは静内庁舎生活環境課、
三石庁舎町民福祉課、登録
事業者で配布しております
案内文書をご確認下さい。
問合せ
静内庁舎生活環境課

排水設備工事
責任技術者資格登録更新

00

特設人権・困りごと相談
日高人権擁護委員協議会
と札幌法務局日高支局で
は、人権週間にあわせて次
の と お り「 人 権 週 間 特 設
人権・困りごと相談所」を
開設します。
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（予約不要）。
と き
① 月７日㈪
時 分～ 時 分
② 月８日㈫
時 分～ 時 分

新年交礼会

ところ
①花園生活館
②緑町生活館
問合せ
ハローワークしずない
☎４２‐１７３４

※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。

相談は無料です

国の教育ローン

▼

00

12
2015‐12
shinhidaka
2015‐12
shinhidaka

13

乳幼児子育て相談
と き 月～金曜日 9時00分～15時00分
ところ 児童養育相談センター
おもちゃドクター募集中！見学自由です
【問合せ】ピュアプラザ ☎45‐0090

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

と き
平成 年１月６日㈫
時 分～
ところ
静内エクリプスホテル
会費／２，０００円
申込先
新ひだか町商工会
しずない農業協同組合
みついし農業協同組合
ひだか漁業協同組合
日高中部森林組合
日高軽種馬農業協同組合
静内庁舎総務課
申込締切／ 月 日㈫
問合せ／新ひだか町商工会
☎４２‐００４１

12月17日㈭

循環器内科は予約制です。
受付時間：13時30分 ~16時00分

00

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
18

と き 12月３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

86

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、12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。

12 12

手話相談
と き ２日㈬、９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

12月の税務日程

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）
12月３日㈭

アイヌの方を
対象とした職業相談会

15

10

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

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 12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

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

31

30

定期相談12月
国の教育ローンは、入学
時等に必要となる資金を融
資する公的な制度です。
対 象／高校・短大・大学・
専修学校などに入学・在学
する学生・生徒の保護者
融資額／学生・生徒１人に
つき３５０万円以内
返済期間／ 年以内、母子
家庭などは 年以内
利 率／年２．０５％、母
子家庭などは１．６５％
（平成 年 月 日現在）
保 証／（公益）教育資金
融資保証基金の保証（連
帯保証人による保証も可︶
問合せ
教育ローンコールセンター
☎０５７０‐００８６５６
日本政策金融公庫室蘭支店
☎０１４３‐４４‐１７３１

17

28

法律相談（予約制）
と き ２日㈬、７日㈪、９日㈬、14日㈪
16日㈬、21日㈪、28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）
【今月の納期】
・固定資産税・都市計画税（４期分）【夜間収納窓口開設】
と き
・国民健康保険税（７期分）
・後期高齢者医療保険料（６期分） 12月14日㈪～18日㈮
ところ
・保育所負担金（12月分）
静内庁舎税務課
・町営住宅使用料（12月分）
・学校給食費負担金（12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)

29

排水設備工事責任技術者
資格の有効期間は５年間
で、資格登録者は５年ごと
に資格登録更新の手続きを
する必要があります。
更新対象者には、資格登
録更新実施案内及び申込書
等を後日郵送いたしますの
で、定められた期間内に手
続きを行って下さい。
更新対象者／資格登録期間
が平成 年３月 日で満
了する資格登録者
受付期間
１月８日㈮～１月 日㈮
８時 分～ 時 分
更新方法／手続き終了後、
更新用テキストを配布し
ます。
手数料／６，０００円
※更新手数料（テキスト代
込）及び資格認定証交付
等手数料
申込先（問合せ）
三石庁舎上下水道課
☎３３‐２１１１
（内線２２１）
静内庁舎上下水道課
☎４３‐２１１１
（内線１４５）
28

30

00 00

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）
45

00

12

年金相談（予約制）
と き 18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。
13

15

15 11

15

16

00 00

18

11

30

30 28

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
月５日㈯
時 分～ 時 分
時 分～ 時 分
①
②

12

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
27

00

15

13 12 10 12

17

14 10

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

町では、主な公共施設の事務所やロビーなどにＡＥＤ（自動体外式除細動器）
を設置していますが、この度新ひだか町水道工事業協会（会長 木原 訓）様
よりキャリングバックなどを含むＡＥＤ一式が寄贈されました。
寄贈されましたＡＥＤ一式は、各種イベントや自治会行事などへの貸出用と
して、三石庁舎に配置します。
ＡＥＤの貸し出しについては、お問い合わせ下さい。

毅高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費とは、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、そ
の超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
なお、該当となる方は、静内庁舎生活環境課または三石庁舎町民福祉課で手続きして下さい。
※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。また、支給額が500円以下
の場合は支給されません。

【ＡＥＤ設置施設】
静内第三中学校
静内保育所
東静内保育所
こうせい児童館
青柳児童館
山手児童館

【問合せ】 静内庁舎総務課

静内地区
町静内体育館
山手体育館
町公民館
ライディングヒルズ静内
右岸パークゴルフ場
町図書館・博物館

総合ケアセンター
生活支援ハウスきずな
老人いこいの家
静寿園
静内温泉
観光情報センター

☎ 43‐2111

三石地区
三石海浜公園 貸出用（三石庁舎）
福祉センター（三石庁舎）
みついし昆布温泉「蔵三」
蓬莱荘
共同生活施設やまびこ
三石庁舎

三石庁舎地域振興課 ☎ 33‐2111

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。

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。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
平成27年１月１日時点で新ひだか町に住民票が
ある世帯に、８月21日（金）付けでご案内及び申
請書等を郵送しましたが、対象と思われる方で申
請をしていない方は期限までに申請をお願いします。
また、申請書が届いていない方、紛失してしまっ
た方等は、お問い合わせ下さい。
申請期限

平成27年12月24日（木）まで
※期限を延長しました
問 合 せ 静内庁舎福祉課
☎43‐2111（内線118）
三石庁舎町民福祉課
☎33‐2111（内線115・116）

毅医療費通知の送付を希望される方へ
北海道後期高齢者医療広域連合では、発行を希望される方を対象に、医療費を半年ごとにまとめた医療費通知を送付してい
ます。次回の発行は平成28年３月末（平成27年７月～12月診療分）に行います。
発行を希望される方は、北海道後期高齢者医療広域連合または静内庁舎生活環境課、三石庁舎町民福祉課へご連絡下さい。
なお、すでに発行希望の連絡をいただいている方については、継続して発行しますので、連絡は不要です。
※この通知を確定申告などの医療費控除の領収書代わりにすることはできません。

【問合せ】北海道後期高齢者医療広域連合 ☎011‐290‐5601
静内庁舎生活環境課
☎43‐2111（内線123）
三石庁舎町民福祉課
☎33‐2111（内線118）

年末年始ごみ処理等のお知らせ

▼

フンは飼い主が
持ち帰って下さい。

新ひだか町

ピュアプラザ 三石小学校
女性センター・みらい 三石中学校
静内庁舎
三石スポーツセンター
貸出用（静内庁舎）蓬莱山公園パークゴルフ場
みついしふれあいプラザ
図書館三石分館

自己負担限度額表【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】
負担割合
区
分
自己負担額の合計の基準額 ※１世帯全員が住民税非課税である方
※２世帯全員が住民税非課税であり、世
３割
現役並み所得者
67万円
帯全員の所得が０円（公的年金収入
一
般
56万円
のみの場合、その受給額が80万円以
１割
区分Ⅱ（※１）
31万円
下）、または老齢福祉年金を受給して
住民税非課税世帯
いる方
区分Ⅰ（※２）
19万円

▼

【ＡＥＤとは】
ＡＥＤは、突然の心肺停止から命を救うための機器で、けいれんを起こした
心臓に電気ショックを与えて正常な心拍を取り戻すものです。使用方法は、本
体から音声のメッセージがあり、電気ショックが必要かどうかも機器自体が判
断するなど、一般の方でも安心して操作ができます。緊急の際は、１１９番通報、
心臓マッサージや人工呼吸などの応急措置に加え、ＡＥＤを活用して下さい。

静内小学校
山手小学校
高静小学校
桜丘小学校
東静内小学校
静内中学校

後期高齢者医療制度のお知らせ

▼

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の寄贈・設置

▼

情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

ごみ収集
次の期間はごみ収集が休止となりますので、ごみステーション（ごみ集積所）にはごみを出さないようご注意下さい。
なお、この期間中はごみ処理施設の環境センター「うまっくりん」もお休みします。

平成27年12月31日（木）～平成28年１月３日（日）
毅年末年始にごみ収集を休むことにより、長期間ごみが収集されない地区の燃やせるごみを次の日程で収集します。
また、下記以外の地区の12月30日については、通常どおりごみ収集を行います。
三石地区

地区名

出す時間

12月30日（水）

シュムロ・上咲梅・美野和

８時00分まで

し尿収集（汲み取り）業務
年末年始は混み合いますので、お早めに申し込み下さい。なお、次の期間は休止します。

平成27年12月30日（水）～平成28年１月５日（火）
毅し尿収集（汲み取り）手数料については、平成28年１月１日申し込み分から10リットルあたり67円から76円に改
定いたします。し尿収集業務の健全な事業活動を維持するため、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、し尿
収集証紙はそのままお使いいただけます。
【問合せ】 静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課

☎43‐2111（内線128・129）
☎33‐2111（内線118）

広告
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shinhidaka

広告
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2015‐12
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▼▼▼

奨学資金として
野瀬栄進 奨学金ジャズチャリティーコンサート実行委員会（代表 鶴澤 誠）
防災資機材として
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）／新ひだか町水道工事業協会（会長 木原 訓）
特別養護老人ホーム静寿園へ
布類／信田紀子（三石歌笛）
、富塚洋子（静内山手町）
、池田頼枝（静内豊畑）
おむつ等／舞島光子（静内こうせい町）
タオル等／遠藤明子（静内御幸町）
箱ティッシュ／プロジェクト・セブン（委員長 久米由光）
特別養護老人ホーム蓬莱荘備品購入資金として
崇徳寺仏教婦人会（会長 土田結子）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
ウエス／山内淳子（三石川上）、京野節子（三石本桐）、
崇徳寺仏教婦人会（会長 土田結子）
ガーゼタオル等／国際ソロプチミスト静内（会長 樋口栄子）
箱ティッシュ／プロジェクト・セブン（委員長 久米由光）
布類／新ひだか町民生委員児童委員協議会女性員の集い

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

▼

▼

▼▼

次の方々から温かいご厚志が寄せられました
（敬称略、順不同）

特定健診（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。

☎43‐2111（内線124）
☎33‐2111（内線117）

住民基本台帳法の規定に基づき、下記のとおり住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

《平成26年11月１日から平成27年10月末までに閲覧したもの》
申出（請求）者
一般社団法人
新情報センター

閲覧事由の概要
消費動向調査
（委託者：内閣府経済社会総合研究所長）

平成27年2月24日 静内地区住民の男女

40件

平成27年３月３日 静内地区住民
平成７年４月30日以前生まれの男女 15件

平成27年６月１日 静内地区住民
平成７年６月１日以前生まれの男女 20件

道民意識調査
昇寿チャート株式会社 （委託者：北海道知事）

平成27年８月11日 静内地区住民
平成７年８月１日以前生まれの男女 10件

一般社団法人
新情報センター

第11回飲酒・喫煙・くすりの使用についての
アンケート調査
静内地区住民
（委託者：国立研究開発法人 国立精神・神経 平成27年８月13日 昭和25年９月１日から
医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研
平成12年８月31日生まれの男女
究部心理社会研究室長）

shinhidaka

12件

2015年11月全国放送サービス接触動向調査
（テレビ・ラジオなどがどのように見聞きさ
一般社団法人中央調査社 れているかをお尋ねする調査）
平成27年10月14日 三石地区住民
平成20年12月31日以前生まれの男女 12件
（委託者：NHK 放送文化研究所 世論調査部長
重森万紀）

【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線133・134）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線117・118・120）

入

札

結

果

公

表

10月８日入札結果

橋梁補修工事その２
静内地区汚水枝線工事その２
小学校施設非構造部材耐震改修工事
中学校施設非構造部材耐震改修工事
三石小学校キュービクル保護小屋建設工事
歌笛マンホール内ポンプ所設備工事
町道対策配水管新設等工事その４
新冠地区除間伐事業業務委託
静内地区除間伐事業業務委託
三石地区除間伐事業業務委託

（単位：千円）

落札業者
静内産業土建㈱
㈱新興建設
㈱藤沢組
静内産業土建㈱
初度入札が不落札、１者を除き辞退のため入札中止
新栄クリエイト㈱
㈱長嶺設備工業
日高中部森林組合
日高中部森林組合
日高東部森林組合

10月22日入札結果
入札工事・委託名

町立静内病院院長公宅改修工事
静内体育館陸屋根防水修繕工事

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）

12,050
2,588
19,900
13,180
‐
16,200
1,690
9,100
1,300
10,060

12,050
2,950
20,950
13,200
‐
17,140
1,750
9,396
1,352
10,135

100.0
87.72
94.99
99.85
‐
94.52
96.57
96.85
96.15
99.26

（単位：千円）

落札業者
入札執行前に、指名業者１者を除き入札参加辞退のため入札中止
つるさわ塗工社 鶴澤 誠

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）

‐
4,500

‐
‐
4,960 90.73

広告
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234件

札幌総合情報センター 新しい総合計画策定等に係る道民意向調査
株式会社
（委託者：北海道知事）

▼

▼

▼

新ひだか推奨品認証委員会では、新ひだかの魅力あふれる優れた産品を「新ひだか推奨品」として認証し、広くＰＲするこ
とを目的に対象商品を募集いたします。
推奨品の対象
商品、食品（菓子・水産物・飲料・酒類等）、工芸品などで、常時及び継続的に提供のできるもの。ただし、
料飲店等で提供される料理類は除きます。
申請の条件
新ひだか町に住所を有する個人または法人、その他の団体であること など
申 請 方 法
町公式ホームページまたは事務局にある新ひだか推奨品認証申請書に必要事項を記入の上、申請料1,000円
を添えて事務局まで申請して下さい。なお、申請は１者につき３品までとし、１品ごとに申請書及び申請料
を要します。
認 証 期 間
認証の有効期間は３年間で、認証登録料として１品につき5,000円が必要となります。継続も可能です。
認証品の活用
認証品の容器包装、啓発用品等に「新ひだか推奨品」と表示でき、観光協会及び町が行う特産品販売等の販
売促進事業の取り組みに優先的に活用します。また、観光協会及び町のホームページ等で優先的に紹介する
ほか、希望者には観光協会ホームページで商品の購入受付を行います。
応 募 期 間
11月20日（金）～12月18日（金）
申
込
み
新ひだか推奨品認証委員会事務局（新ひだか観光協会内） ☎42‐1000
問
合 せ
静内庁舎商工労働観光課わがまちＰＲ戦略室 ☎43‐2111

住民の範囲

平成９年４月２日から
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務
自衛隊札幌地方協力本部長 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集 平成27年４月23日 平成10年４月１日生まれの男性
平成12年４月２日から
事務
平成13年４月１日生まれの男性

入札工事・委託名

2016新ひだか推奨品

年月日

株式会社
生活意識に関するアンケート調査
日本リサーチセンタ－ （委託者：日本銀行情報サービス局長）

▼

【問合せ】 静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課

住民基本台帳閲覧状況の公表

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス

広告
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日高自動車道厚賀静内道路（新冠静内間）の計画ルートに関する提言が示されました
平成24年６月、北海道から「太平洋沿岸に係わる津波浸水予測図」の
見直しが公表され、日高自動車道厚賀静内道路の一部が浸水域を通過す
ることが判明しました。
このため当町では、耐災害性の向上を図るべく、現在の計画ルートの
見直しを含めた災害に強く安心・安全な道路整備の検討を求めて、平成
27年３月に室蘭開発建設部へ要望書を提出しました。
この後「厚賀静内道路（新冠静内間）ＰＩ委員会」が設立、計２回の
委員会が開催（平成27年７月、10月）され、アンケート調査による町民
の皆さんの意見も踏まえて議論がなされました。
この度、ＰＩ委員会から提言が示されましたので、町民の皆さんにお
知らせいたします。

町では、
「生活」
「産業」
「観光」及び「防災」などへの貢献が大きく期待される「日高自動車道」の早期延伸を強
く望んでいます。地域経済の発展に欠かせない「日高自動車道」がもたらすストック効果（整備された社会資本整備
が機能することによって、継続的、長期的かつ多様にもたらす効果）の事例を広く地域に紹介することを目的に、平
成27年10月15日から11月６日まで日高自動車道ストック効果リレーパネル展を開催しました。
以下に、パネル展で展示した内容の一部を紹介します。
ホームページ：http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000815.html

愚平成26年の国内Ｇ１レース優勝
馬のうち約６割が日高産、海外Ｇ
１レースでも日高産軽種馬が活躍
しています。
愚新千歳空港からのアクセス向上、
移動制約の解消等に伴いバイヤー
が約２倍に増加し、売り上げも大
幅に増加しています。

日高道が輸送を支援
沿線地域で肉用牛生産が拡大

【日高産の軽種馬購買者数の推移】

10 年前と⽐べ
バイヤー数が約２倍に

19
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12月になっても通知カードが届かない方へ
通知カードは当初、平成27年10月５日時点の情報で作成されました。通知カードが届かない理由としては、
毅住所や氏名が変わった
毅留守にしていた
毅同じ世帯のご家族がすでに受け取っている
毅あて所不明により役場に戻ってしまっている
などが考えられます。12月になっても通知カードが届いていない方は役場までお問い合わせ下さい。

個人番号カード

電子証明書が標準的に搭載！

電子証明書を含めて
さらに希望される方は平成28年１月から個人番号カー
交付手数料は無料！
ドを取得することができます。カードには氏名・住所・生
年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確
認書類として利用でるほか、e‐Tax 等の電子申請が行え
る電子証明書が標準搭載されます（15歳以上の方のみ）。
初回の発行手数料は無料で、申請は通知カードに同封さ
れた申請書で行っていただき、本人確認の上、市区町村か
らカードの交付が受けられます。転居などにより申請書の
住所が変わっている方は、役場にお電話をいただければ簡
易書留にて申請書を送付いたします。そのほか、パソコン
個人番号カード見本
やスマートフォンによる申請もできます。

住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードと個人番号カードの重複所持はできません。住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カー
ドを取得した場合は、その時点で住民基本台帳カードは廃止・回収することになります。
公的個人認証サービス利用者の方は、電子証明書の有効期間をご確認下さい。有効期間内であれば、平成28年１
月以降でも、電子証明書は個人番号カードを取得するまで利用可能です。
利用者クライアントソフトの「自分の証明書」
ボタンをクリックして、パスワードを入力する
と有効期間の満了日を確認できます。

G1 レース優勝⾺
約６割が⽇⾼産
資料：（社）日本軽種馬協会2014軽種馬統計

②パスワード
を入力
資料：日高軽種馬農協

【日高産肉用牛（黒毛）の出荷量の推移】 【新ひだか町、新冠町からホクレン
南北海道家畜市場への出荷頭数】

愚日高地域は、出荷量が近年増加し
ている日高産肉用牛などの農畜産
物を道内外へ出荷しています。
愚日高自動車道の整備により、速達
性と安定性が確保され、日高地域
から道内市場への流通の利便性が
向上しています。

通知カード見本（紙製）

毅通知カードは大切に保管して下さい。
毅再発行には500円の手数料がかかります。
毅今後、住所の異動や氏名の変更などで通知カードの記
載事項に変更が生じる場合は、手続きの際に必ず持参
して下さい。

「日高自動車道ストック効果リレーパネル展」を開催しました

【国内Ｇ１馬の地域別勝ち馬頭数】

マイナンバー（個人番号）は、社会保障・税・災害対策で利用される12桁の番号で、生涯にわたって使う大切な
番号です。
そのマイナンバー（個人番号）の通知カードを11月上旬から発送しています。
毅住民票を有する全ての方に通知しています。
毅通知カードは、世帯ごとにまとめて転送不要の簡易書留で住民票のある住所に送付しています。
毅通知カードは、マイナンバーを確認する場面で提示が必要になります。

通知カードが届いたら

【提
言】
日高自動車 ＰＩ方式で一般町民等に提示した比較２ルート（沿岸ルート、津波回避ルート）のうち、日高自動
（新冠静内間） 車道（新冠静内間）の望ましいルートは、医療・物流・観光施設等へのアクセスに優れ、津波災害
の計画ルート に対応した『津波回避ルート』とすること。
※アンケート調査結果、ＰＩ委員会の詳細は、ニュースレターをご覧下さい。

日高の強い軽種馬
バイヤーが倍に !!

マイナンバー制度の通知カードは届きましたか？

▼

日高自動車道厚賀静内道路の計画ルート

▼

情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

利用者クライアントソフトは、「公的個人認証サービス
ポータルサイト」からダウンロードできます。
(http://www.jpki.go.jp/download/index.html)

①利用者クライアントソフトの「自分
の証明書」ボタンをクリック

③以下の画面で有効期間の満了
日を確認できます。

重要なお知らせ

増加傾向

資料：JA にいかっぷ、JA しずない、JA みついし、JA ひだか東

H16 ⽐で
4 倍!!
資料：家畜改良センター

毅個人番号カードは即日交付ができません。
毅平成27年10月以降、個人番号カードの交付申請が集中した場合、市区町村からの交付が遅れる場合があります。
確定申告を控えた時期に有効期間満了を迎える方は、特にご注意下さい。
毅住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する方は、平成27年12月22日（火）までにお住まい
の市区町村で手続きをして下さい。

【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
shinhidaka
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情報ボックス
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30

28

11

16 11

25

28

競争入札参加者

町では、平成 年度及び
年度に発注する物品の購
入に伴い、競争入札参加者
を次のとおり募集します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
なお、町公式ホームペー
ジからも閲覧することがで
きます。
毅再生ＰＰＣ用紙
参加資格
①町内に本社または本店を
有する法人または個人
②町税等を滞納していない
こと など
募集期間／ 月 日㈬～
平成 年２月５日㈮
（土・日・祝日を除く）
９時 分～ 時 分、
時 分～ 時 分
提出書類／競争入札参加資
格申請書、納税証明書等
提出方法／持参のみ
提出先（問合せ）
静内庁舎総務課
☎４３‐２１１１
（内線２４３）
13

子ども医療費助成 健康づくり商品券

平成27年８月１日診療分からの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）

30 30

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。

ちょっと暮らし体験記
新ひだか町暮らしの感想を伺いました

【問合せ】 静内庁舎福祉課
三石庁舎町民福祉課

注

意

>

☎43‐2111（内線118・119）
☎33‐2111（内線119）

粟野友之さん、信子さんご夫婦

▽

▽

さんとっても親切。東京から
年ほど前に移住した方は腕
を引っ張るように自宅へ連れ
て行ってくれて、体験談と心
構えを話してくれました。こ
のまちで人生の楽園を見つけ
たようですよ。
北海道市場では、普段見ら
れないであろう所まで案内し
てくれて、馬の楽しみ方を教
えてもらいました。野菜を買
いに木よう市にも行きまし
た。販売開始の合図と同時に
動く手、手、手。スーパーの
値段は地元で生産しているも
の以外は、東京とあまり変わ
らないようです。シャッター
が閉まったままのお店が目に
つく。高齢化と人口減少の波
は、確実に押し寄せてきてい
る。小学校の登校時、子ども
達に「おはよう」と声をかけ
ると皆から元気な声が返って
きた。この子たちに大きな期
待が集まっている。職の創生
と子育て政策が緊急の課題と
なるのは新ひだか町も同様か。
ペガサス号での帰途、何度
食べてもうまい「日高つぶめ
し弁当」を味わいつつ、赤く
さびた日高本線のレールが一
日も早く活躍する日を祈り、
貴重な体験と良き思い出は
「新ひだか町は住みやすそ
う！」との印象を持ち帰りま
した。

▽

10

▽

10

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
▽

27

予防接種・がん検診等助成 健康づくり商品券

▼

「日高昆布ドレッシング」
が、新ひだか町との出会いで
した。
何年か前にＪＲ日高線を利
用してえりも岬へ行った時の
こと。静内駅での 分ほどの
列車の待ち時間に売店をウロ
ウロ。東京では見かけないド
レッシングを購入。ほかには
類を見ない味がとても印象深
かったのです。
「北海道暮らしフェア」東
京会場に行ったとき、このド
レッシングが机の上に並べて
あるブースを発見。そこで初
めて「新ひだか町」と繋がっ
たのでした。うまいものが食
べたい！北海道には好きな魚
介類がたんとある。北海道が
私をひきつけるのです。
平成 年６月、静内神森の
住宅でちょっと暮らし体験を
させていただきました。お借
りした自転車。これがとって
も役に立ちました。公共機関
をはじめ、生活に必要な場所
はほとんど自転車で行ってみ
ま し た。 高 低 差 が あ ま り な
く、それほど広くない地域に
街区が機能的に集約されてい
ました。でも、歩道のデコボ
コには参った。マンホールの
ふたが路面より高くてびっく
り。あちこちでたくさんの人
に話しかけ、生活の仕方につ
いていろいろ聞きました。皆

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した東京都の
粟野さんから体験記が届きましたので、紹介します。
粟野さんは今年６月11日から６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。

<

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。

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。

▼

第12回

▼

00 28

29

00 00

ネットトラブル研修会

る子どもたち～望ましい生

活習慣とルールづくり～

師／中谷通恵氏（ＮＰ

町ＰＴＡ連合会では、親
の情報メディア環境に対す
る正しい知識・理解を進め
「新ひだか町の子どもたち
をネットトラブルから守る
ために大人ができること、
やるべきことは何か」を主
題に研修会を開催します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
と き
平成 年１月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
講 演／ネット社会を生き

講
Ｏ法人 お助けネット代表）

対 象／町内にお住まいの
方、 小・ 中・ 高 校 保 護
者、幼稚園・保育園保護
者、教育関係者
参加料／無料
申込み／保護者の方は事前
申し込みが必要です。
申込先（問合せ）
町ＰＴＡ連合会事務局
（静内中学校内）
担当 青柳・千葉
☎４２‐１６６１

13

▼
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町では、平成 ～ 年度
に発注する物品の購入及び
役務の提供に係る、競争入
札参加者資格審査申請を次
のとおり行います。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
毅自動車、自動車燃料、施
設燃料の購入
毅警備業務、建築物清掃業
務、電気保安管理業務、
消防設備点検業務、エレ
ベータ保守点検業務、地
下タンク等点検清掃
受付期間
月 日㈪～ 月 日㈮
（土・日を除く）
提出方法／持参のみ
その他／受付期間は予定で
す。詳細は、町公式ホー
ムページで 月下旬以降
に公表する予定です。
提出先（問合せ）
静内庁舎契約管財課
☎４３‐２１１１
（内線２３３・２３６）

入札参加資格審査申請
特定公共賃貸住宅入居者

公営住宅入居者

11
24

子ども・子育て支援新制度では、保育所や幼稚園、認定こども園の利用を希望する場合に、町の認定を受ける
必要があります。
０～２歳

「保育を必要とする事由」
に該当しますか？
愚下記の「保育の認定基準」参照

お子さんの年齢は？
３～５歳

２

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１月中旬（予定）
申込期間
月 日㈮～ 月４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）

平成28年度保育所・幼稚園等の利用手続き

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～１月上旬
（予定）
申込期間
月 日㈮～ 月４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）

１認定区分
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「保育を必要とする事由」
に該当しますか？
愚下記の「保育の認定基準」参照

いいえ 施設の利用はできません

（一時預かり等は可）
３号認定
はい
はい

11

保育所

（保育認定）

２号認定

認定こども園

（保育認定）

１号認定
いいえ

認定こども園

幼稚園

（教育標準時間認定）

11

利用手続きの流れ

１号認定
施設に利用申込、認定申請
幼稚園・認定こども園 書を提出します

施設を通じて、町から認定証
が交付されます

保育料通知書
が届きます

施設の
利用開始

２号・３号認定 保育所は町又は施設に、認定こども園は施
保育所・認定こども園 設に、利用申込、認定申請書を提出します

申請者の希望、保育所等の状況などにより、
利用調整を行い、認定証を交付します

保育料通知書
が届きます

施設の
利用開始

12

28

11

30

12

15

27

49

12

51

保育料

平成28年度保育所・保育園・ベビーホーム入所児童募集

名称

利用定員

静内保育所

60人

資格

開設時間

特別保育事業
一時預かり事業、子育て支援センター、
保育所体験事業

電話番号
42‐1467

２歳～就学前の児童 ７時30分～18時00分
（８時00分～16時00分） 一時預かり事業、低学年児童受入事業、
東静内保育所 20人
（ ）内は保育短時間の利用時間 保育所体験事業

44‐2900

静内ベビーホーム 60人 ８週～３歳未満の児童

42‐3175

マーガレット保育園 40人 12週～３歳未満の児童 ７時30分～18時30分 一時預かり事業、子育て支援センター、
（８時00分～16時00分） 延長保育事業

42‐0737

７時00分～18時30分
（８時30分～16時30分） 一時預かり事業、子育て支援センター、
延長保育事業
※夏季は6時00分～

33‐2133

青葉保育園

45人

延出保育所

20人

本桐保育所
歌笛保育園
①受付期間
②受付場所

③入所手続

④その他

23

１号・２号・３号認定の各保育料は、保護者の所得（町民税所得割課税額等）を基に算定し、直近の所得状況
を反映させる観点から、毎年９月が保育料の切り替え時期となります。

▼

▼

３

shinhidaka

８時00分～16時00分 一時預かり事業、地域活動事業、
33‐2838
０歳～就学前の児童 （８時30分～16時30分） 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
８時00分～16時30分
30人
子育て支援センター
34‐2223
（８時30分～16時30分）
20人

７時30分～16時00分
（８時00分～16時00分） 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 35‐3334

保育の認定基準
静内地区：12月１日㈫～１月29日㈮
三石地区：１月６日㈬～１月29日㈮
毅保育を必要とする事由
入所できるのは、保護者のいずれもが次の事由等により、家庭
静内庁舎福祉課
においてお子さんを保育できない場合です。
☎43‐2111（内線112・114）
①就労（１か月に48時間以上労働することを常態とする場合）
三石庁舎町民福祉課
②妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
☎33‐2111（内線116）
③疾病または障がいを有していること
各保育所・保育園・静内ベビーホーム
④同居の親族を常時介護または看護していること
受付場所に用意している支給認定申請
⑤求職活動を継続的におこなっていること など
書（入所申込書）に記入の上、保育を
必要とする事由に該当することを証明
する書類（稼働証明書、母子手帳の写 毅保育の必要量
２号または３号の保育認定を受ける方は、保護者の就労等の状況
し、診断書等）を添え、受付期間内に
に応じ、次のいずれかに区分され利用料金が異なります。
提出して下さい。
①保育標準時間
保育料の支払いは口座振替となります。
フルタイム就労を想定した利用時間（最長11時間）
年度当初、新規入園児童については「な
②保育短時間
らし保育」を実施しています。
パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）
新年度も引き続き入園（所）を希望さ
れる場合は、現況届が必要となります。 ※保育短時間の認定は、両親ともまたはいずれかがパートタイム就
各施設から案内がありますので、関係
労（１月120時間未満）で、かつ、施設の利用時間が各施設で設
書類を提出して下さい。
定している利用時間内となる世帯が対象となります。
2015‐12

11
27

25

21

28

15

12

入居者募集住宅
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

２棟206号

２ＬＤＫ

20,000～29,700

62.67

有

水洗

Ｈ４

静内青柳町

４棟302号

３ＬＤＫ

24,900～37,100

76.00

有

水洗

Ｈ６

静内中野町

８棟15号

３ＬＤＫ

16,000～23,800

64.80

有

水洗

Ｓ59

道営さくら団地

１棟302号

３ＬＤＫ

21,300～31,800

69.80

有

水洗

Ｈ10

道営御幸町団地

１棟102号

２ＤＫ

16,800～25,000

48.70

有

水洗

Ｈ22

三石旭町Ａ

２‐１Ａ棟１号

３ＬＤＫ

19,100～28,500

68.80

有

水洗

Ｈ２

三石本桐Ｅ

７Ａ棟103号

２ＬＤＫ

20,200～30,100

67.70

有

水洗

Ｈ７

三石本桐Ｅ

８Ｂ棟110号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.70

有

水洗

Ｈ８

三石本桐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

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

三石鳧舞

16Ｂ棟３号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.50

有

水洗

Ｈ16

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。
毅さくら団地（静内旭町）、静内御幸町団地は道営住宅です。
毅道営住宅につきましては、公募戸数を上回る応募があった場合、原則として抽選により入居者を決定します。
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11
30

12月６日（日）
開場12時30分 開演13時00分
ところ 町公民館
入場無料（お席に限りがございます。あらかじめご了承下さい）
♪ 二胡・キーボードアンサンブルや第７音楽隊など多数出演予定 ♪
自衛隊のゆるキャラ「モコちゃん」も来るよ！

30

11

19

30

40

30 00

21

18

26

15

25

17

20

19

30

28

27

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

22

少年・少女スケート教室

と き
毅静内地区
１月 日㈮、 日㈫、
日㈭、 日㈪、 日㈬
（全５回）
毅三石地区
１月 日㈪、 日㈬、
日㈮、 日㈫、 日㈭
（全５回）
時 分～ 時 分
※１月 日㈯に練習成果を
発表する記録会を開催し
ます。
ところ
毅静内地区／静内川右岸ス
ケートリンク
毅三石地区
本桐スケートリンク
対象者／町内にお住まいの
小学１年生から３年生ま
での児童
16

15

00

30

25
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30 50

地 17,334㎡（グラウンド含む）
舎 昭和30年築 木造平屋建739㎡

●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

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。

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）

募集コース

自衛官募集案内

応募資格

▼

定 員
毅静内地区／ 名（先着順）
毅三石地区／ 名（先着順）
内 容／初心者から各レベ
ルに合わせたグループ指
導
参加料／無料
申込み／ 月 日㈫９時
分から、町静内体育館及
び三石スポーツセンター
で直接受け付けを行いま
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。
※申し込みは一人につき１
名（ただし兄弟の場合は
複数可）
その他／スケートを持参の
上、帽子・手袋を必ず着
用し、寒くない服装で参
加して下さい。
送迎は、保護者の責任に
おいて行って下さい。
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８
三石スポーツセンター
☎３３‐２７４４
12

13

敷
校

☎43‐2111（内線234）

▼

90

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

11

16

10 12

●旧川合小学校（静内川合108番地）

乗馬教室

00 12

毅町民子ども乗馬体験教室
と き
月５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㈯
時 分～ 時 分
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 12

き

【問合せ】静内庁舎契約管財課

▼

と

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。

▼

ミュージックフェスティバル2015

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

込みして下さい。
問合せ
苫小牧地区サッカー協会
☎０１４４‐８２‐９５６１

主催 新ひだか町自衛隊協力会／陸上自衛隊静内駐屯地

▼

00

▼

キッズサッカー事業

苫小牧地区サッカー協会
では、キッズサッカー事業
として、サッカーしたい子
あ～つまれを開催します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
と き／ 月５日㈯
時 分～ 時 分
ところ
三石スポーツセンター
対 象／６歳以下の幼児
内 容／サッカーの普及を
目的とした、ボール遊び
やゲーム
参加料／無料
申込方法／当日会場で申し
10

受付期限

採用試験
第５回12月19日㈯～20日㈰
第５回12月18日㈮まで
自衛官候補生
18歳～27歳未満まで
第６回１月30日㈯～31日㈰
第６回１月29日㈮まで
※いずれか１日を指定されます。
推薦 男子で中卒（見込み含む）17歳未 11月１日㈰～12月４日㈮ １月９日㈯～11日㈯
満の中学校長が推薦できる方
※いずれか１日を指定されます。
高等工科
学校生徒
男子で中卒（見込み含む）
11月１日㈰～
第１次試験１月23日㈯
一般
17歳未満の方
平成28年１月８日㈮ 第２次試験２月７日㈰
【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所 ☎44‐2855（直通）
shinhidaka
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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

町内博物館のご案内
アイヌ民俗資料館

年末年始の休館日
12月30日～１月５日

年末年始の休館日
12月31日～１月５日

̺ͤ͢܁

かつてのまちの様子を伝える写真（三石スキー場）

新ひだか町図書館
本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

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

ノジュールからアンモナイトを取り出しているところ

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。

新ひだか町図書館からのお知らせ
本館新着情報
●竃河岸（髪結い伊三次14）／宇江佐真理
●狐舞（吉原裏同心23）／佐伯泰英
●母がおカネをかくします。介護110番
●脳が若返る！楽しいゆび編み
●よく効く手づくり野草茶
●トミカ大集合2016年版（児童書）
【ＤＶＤ】
●ベイマックス
●日本の昔話 一足千里のわらじ
●アメリカン・スナイパー
●世界遺産 富士山
●ＤＶＤカラオケ全集20 心の艶歌
●南極料理人

三石分館新着情報

【日時】５・12・19・26日㊏

毅 赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ

毅

（※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！）

【日時】１日㊋ 10時30分～
毅【場所】本館 おはなしのへや

毅

12 月の休館日

毅 はまなす文庫

毅

25日㊎（資料整理日）

年末年始 虞 12月31日㊍～１月５日㊋

shinhidaka

2015‐12

新ひだか町成人式
き

ところ
対 象

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
にハ
～３日が過ぎてもはがきが届かない場合は、
～３
町公民館までご連絡下さい。
町公民

10時30分～

毅

７・14・21・24・28日㊊㊍
館 虞 25日㊎（資料整理日）
三石分館 虞 ６・７・13・14・20・21・24・27・28日㊐㊊㊍

平成28年（第10回）

と

【日時】４・18日㊎

14時30分～

毅【場所】三石分館 えほんのへや

毅

毅 おはなしたんぽぽ

毅

【日時】５・19・26日㊏

13時00分～

毅【場所】三石分館 えほんのへや

毅

10

00

毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け） 毅
毅【場所】本館 おはなしのへや

本

27

12 月の読み聞かせ

17

00

12

40

12

35

10 17
00
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30
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14
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新成人代表募集
新成人
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。

【申込み（問合せ）
】町公民館 ☎42‐0075

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。
※申し込みは一人につき１
名（ただし兄弟の場合は
複数可）
申込締切／ 月 日㈭
その 他 ／ ス キ ー を 持 参 の
上、スキーに適した服装
で参加して下さい。
なお、リフト代、昼食は
個人負担となります。
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８

●わが心のジェニファー／浅田次郎
●陽だまりの天使たち／馳星周
●ウォーク・イン・クローゼット／綿矢りさ
●子どもがひきこもりになりかけたら／上大岡トメ
●招かれざる虫 食べものにつく害虫の科学推理ノート／兵藤有生
【児童書】
●きれいな字が書ける（ドラえもんの学習シリーズ）／藤子・Ｆ・不二雄
●怪談オウマガドキ学園 第14・15巻／常光徹
【ＤＶＤ】
●ベイマックス
●ＢＡＳＩＣピラティス
●おしん完全版 第26・27巻

「ふたりしずか朗読会」12月13日（日）
13時30分開演 図書館本館
入場無料・申込不要
「クリスマス上映会」12月19日（土）
14時00分～14時40分 図書館本館
入場無料・申込不要
毅こびと観察入門 モモジリ・クサマダラ・モクモドキ編
「クリスマスフェスティバル」12月12日（土）
13時30分～16時00分 図書館三石分館
入場無料・申込不要
毅クリスマスの読み聞かせと工作（きりかぶサンタ）
を行います。ぜひご参加下さい。
「12月の企画展示」図書館本館
一般書「なぜか借りられてない本特集！」
児童書「クリスマス特集」

冬休み子どもスキー教室

12

スポンジテニス教室

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

12

30

15

９時00分～17時00分
土曜・日曜・祝日休館

30

10

水泳教室

ピュアプラザ
町民ギャラリー

00

12

40

と き／ 月３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３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

三石郷土館

11

と き／１月 日㈫、
日㈭（全２回）
ところ／日高国際スキー場
対象者／町内にお住まいの
小学３年生から６年生ま
での児童
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者から上級者
までレベルに合わせて指
導します。
参加料／無料
申込み／ 月 日㈪９時
分から、静内体育館で直
接受け付けを行います。

‐

30

13

毅第３回町民泳力認定会
と き／ 月５日㈯
時 分～（受付）
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（ 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）
受付開始／ 月２日㈬
時 分まで
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

年末年始の休館日
12月31日～１月５日

12

今年度の開放終了

12月１日から4月30日
まで冬季休館します

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。

11月８日と15日の２日間、元小学校
教諭の斉藤登氏を講師に、「化石を取
り出そう！」を開催しました。参加者
全員、化石が含まれている岩石のかた
まり（ノジュール）から、たがねや金
づちを使って、なかに埋もれているア
ンモナイトを上手に取り出すことがで
きました。

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。
毅町静内温水プール
終了日／ 月 日㈫
問合せ／町静内温水プール
☎４２‐６３２２

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

博物館 特別展

ミュージアムレポート
博物館おやこ塾
「化石を取り出そう！」

第２回少年・少女
わんぱく教室

ĲĲķ

と き／ 月 日 ㈯
９時 分～（開会式）
ところ／町静内体育館
対 象／町内にお住まいの
小学１年生から６年生ま
での児童
定 員／ 名（先着順）
内 容
ミニ運動会ともちつき
参加料／３００円
（昼食材料費）
申込み／ 月 日㈪９時
分から、静内体育館で直
接受け付けを行います。
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。
申込締切／ 月 日㈭
その他／上靴・エプロンを
持参の上、動きやすい服
装で参加して下さい。
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００７５

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

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ

博物館

情報ボックス
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