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年頭のごあいさつ
2015年を振り返る
ニュースフラッシュ
～日本ハムファイターズ選手による野球教室 ほか

私たちの暮らしとともに…
家の窓から、車窓から、あたりまえのように見えるサラブレッド。
2016年は馬の力を借りて、合併10周年を盛り上げます！
こると

写真「シーフテンズドラムと新ひだかこども乗馬サークル“CCOLT
写真「シーフテンズドラムと新ひだかこども乗馬サークル“
OLT”
”」

一方、スポーツ界では、
ラグビーワールドカップで
世界ランキング上位の国に
勝利を納めるなど、歴史的
快挙を達成しましたし、ス
キージャンプのワールド
カップで道産子の葛西紀明
選手が最年長表彰台記録を
更新するなど、スポーツに
真剣に向き合う選手たち
の感動的なシーンに道民全
員、夢と希望をもらいまし
た。
また、身近な話題としま
しては、ホッカイドウ競馬
が本年度においても売り上
げを伸ばし、３年連続で黒
字ということで計画を大き
く上回る結果となり、これ
も皆様のご支援の賜物と感
謝申し上げますとともに、
先月には当町生産のサンビ
スタ号がＧⅠレースで優勝
と朗報が舞い込みました。
今後におきましても、地域
の基幹産業である軽種馬の
振興発展のため、さらなる
ご支援ご協力をお願い申し
上げます。
さて、我が国の経済を見
ま す と、「 三 本 の 矢 」 か ら
なる経済政策の一体的推進
により、順調に景気回復が

進み、更なる経済の好循環
の拡大や人口減少と地域経
済縮小の悪循環を好循環へ
と 変 貌 さ せ る た め の「 ま
ち・ひと・しごと創生総合
戦 略 」 い わ ゆ る「 地 方 創
生」を一層加速、深化させ
ていくとされております。
しかしながら、地方では
いまだその好影響を肌で感
じることはできず、人口減
少が進む中、人口構造が大
きく変化し、社会保障を中
心とした住民ニーズの多様
化が進む中でそのすべてに
対応することは困難な状況
となっております。
このような状況の中でも
さと
『ふる郷 新ひだか』のま
ちづくりは、引き続き『公
平・思いやり・郷土愛」の
りょうかしょうせつ
精神をベースに『涼夏少雪
ゆうしゅんおうこく
の郷』、
『優駿桜国 新ひだ
か』の魅力を管内各町とも
連携しながら全国、さらに
はアジアへ向けて発信する
まちづくりに取り組んでま
いります。
まもなく当町は誕生して
周年を迎えます。さらに
元気に飛躍するため、引き
続き財政の健全化に努めな
がらも、町民を主役とした

す。また、議会として現地
調査をいたしましたが、運
休が長期化しているＪＲ日
高線の早期開通を目指すな
ど、課題の多い案件に向け
て議会は町民のご意見を反
映させ、行政のチェック機
能を果たし、新ひだか町の
発展のために全力を傾注
し、町民に見える議会活動
を更に前進させるためにも
研鑽を深め、責務と責任を
しっかりと議員全員で果た
し、町民の皆様の付託に応
えて参る所存であります。
結びに町民皆様のご指導
とご協力を心からお願い申
し上げ、町民の皆様にとり
まして輝かしい一年である
ことを祈念いたしまして年
頭のご挨拶といたします。

協働のまちづくりを目指
し、この町で暮らしたい、
この町で暮らしてよかった
と思っていただけるような
さと
『ふる郷 新ひだか』の実
現のため、また、将来を担
う子どもたちに自信を持っ
て引き継いでいくため、町
民の皆様と『心を一つに、
前 を 向 い て 』、 こ の 町 を 希
望の持てる、より良い、よ
り心豊かな暮らしのできる
町にするため、年頭にあた
り決意を新たに一層の努力
を傾注する所存でありま
す。
結びとなりますが、本年
も昨年同様、町政に対する
ご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げますと
ともに、皆様のご健勝とご
多幸をお祈り申し上げ、年
頭のご挨拶といたします。
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で全国優勝を果たすなど、
迎える新しい年に大きな希
望を抱かせていただきまし
た。
わが町は、誕生して 周
年を迎えます。取り巻く状
況は極めて厳しいものがあ
りますが、心豊かで活力に
満ちたまちづくりを実現さ
せるため、私たちは町民一
体となって着実に乗り越え
ていかなければなりません。
昨年は、姉妹都市との往
来が多い一年でもありまし
た。２月に徳島県美馬市議
会の正副議長と副市長。５
月に兵庫県洲本市の竹内市
長。７月に洲本市議会の議
長と会派「志」のご一行、
岩手県葛巻町鈴木町長と議
長、全議員 名様が行政視
察に来られ、交流のきずな
を深める事ができました。
私たち議会も全道町村議会
議員研修で～『地方創生』
に関わる議会の役割～当別
町のふれあいバス事業や恵
庭市の生ごみバイオマス化
事業について行政視察、調
査を行いました。
今後のまちづくりの審議
にしっかりと活かしていく
べく意を新たにしておりま
40

年頭のごあいさつ
第２回観光フォトコンテスト入選作品「海辺の牧場」
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ます。
動き出しております地方
創生に向けて、新ひだか町
も総合戦略をまとめ、町全
体で推進を図っているとこ
ろであります。なかでも（仮
ばりきほんがん
称）馬力本願の取り組みな
ど馬産地ならではの構想を
進めているなかでの、昨年
月６日のチャンピオンズ
カップＧⅠ制覇のグランド
牧場生産サンビスタ号は明
るい快挙として夢を提供し
てくれました。
更に、住民が安心して生
活できる地域づくりを目指
す医療分野では、バーチャ
ル総合病院構想が着実に推
進されております。
まちづくりに貢献してい
ただいております陸上自衛
隊静内駐屯地のみなさんの
半世紀の実績も高く評価さ
れ て お り ま す が、 文 化 ス
ポーツの分野では、音楽２
団体が創立 、 周年を迎
えられたり、全国大会に臨
まれるなど町民を楽しませ
期待を届けてくれました。
また、ソフトテニスでも
個人戦、団体戦等で優秀な
成績を収められたり、静内
高校美術部が年賀状甲子園
50

年明けましておめで
とうございます。皆
様におかれましては、平成
年の輝かしい新春をご家
族おそろいでお迎えのこと
と心からお慶び申し上げま
すとともに、日ごろから町
政執行に対しまして、深い
ご理解と格別のご支援とご
協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
昨年を振り返りますと、
地球規模の自然災害の発生
が続き、干ばつや局地的な
豪雨、竜巻など国内外を問
わず甚大な被害があり、管
内でもＪＲ日高線の被災と
改めて自然災害の脅威を実
感させられた一年であった
と思います。
そのような自然環境にあ
りながらも、本町は大規模
な自然災害もなく、比較的
平穏な一年であったと思い
ますが、８月に春立海岸を
襲った高波災害は、はるか
近畿、中部沖を通過してい
た台風のうねりによるも
の で、 護 岸 コ ン ク リ ー ト
ウォールをなぎ倒し、近隣
住民の方々には一時的に避
難していただくなど、特筆
すべきものでありました。

年明けましておめで
とうございます。希
望に満ちた輝かしい平成
年の新春を迎え、心からお
慶びを申し上げますととも
に、町民の皆様には、日ご
ろから町議会活動に対し、
深いご理解とご協力をいた
だき、厚くお礼申し上げま
す。
昨年の町議会審議は、新
年度予算をはじめ、重要な
案件について活発な質疑や
討論が行われました。委員
会や特別委員会では、各委
員長を中心に現地調査が行
われるなど、当然のことな
がら活力ある委員会活動が
実施され、年４回の定例議
会一般質問では、議員の質
疑、主張、提言が具体的に
示され、議会活動の活性化
に反映された議会であった
と実感しております。
常に町民一人ひとりのご
健康とご多幸を念じながら
の日々ではありますが、平
和を願う世界中の祈りが行
き届かない厳しい現状の中
でも、昨年に引き続きノー
ベル賞等の輝かしい話題
や、好ましくない心痛める
案件が交錯する昨今であり
12
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２０１６年

2015年を振り返る

１月

2015年を振り返る

２月

３月

４月

５月

６月

二十歳の誓い

町内の吹奏楽部が集結

今年もできた、ジャンボ桜ずし

待望の新館オープン

今年も満開、百年桜

新ひだか五輪

第９回新ひだか町成人式が町公民館
で開かれ、265人が晴れて成人を迎
えました。

第７回スクールバンドフェスティバルが町
公民館で開かれ、中・高校の吹奏楽部員約
80人が日ごろの練習の成果を披露しました。

第９回新ひだか町公民館まつりが同
館で開かれ、恒例のジャンボ桜ずし
を約350人で完成させました。

待ちに待った図書館と博物館がオー
プンしました。新たな文化の拠点と
して活用されていきます。

第52回しずない桜まつりが二十間
道路桜並木で開かれ、満開の桜の
中、百年桜宣言を行いました。

第10回新ひだか町エプロンピック
が開かれ、13団体150人の参加者が
全13種目で汗を流しました。

３泊４日の大冒険

さよなら、そしてありがとう

国境を超えた交流

まちをきれいに

史上最高齢 G １制覇

フリージアが３連覇

わんぱくチャレンジスクール冬の日の風景が
国立日高少年自然の家で開かれ、小中学生24
名が参加し冬休みの楽しい思い出を作りました。

３月末で閉館した町福祉センターでス
マイル・フォー・ビートなどが出演し
さよならコンサートが開かれました。

姉妹都市・米国ケンタッキー州レキ
シントン市を９人の中・高校生が友
好親善のため訪問しました。

国道花壇の里親制度がスタートし、花
であふれるまちづくりを推進するため
３団体44事業所と協定を結びました。

第27回かしわ記念（Jpn Ⅰ）でフクダ
ファーム生産のワンダーアキュートがＧ
１史上最高齢となる９歳で勝利しました。

第３回うまいもの市が開かれ、町内
飲食店10店舗が提供した19品を約
2,000人の参加者が味わいました。

合併から10年
７月

８月

９月

2015年を振り返る
10月

11月

12月

コスモス

５

蓬莱山としめ縄を背に

短い夏のひととき

秋桜ロードを疾走

こころとからだの健康を

新ひだかアートの祭典

史上初、牝馬がダート G Ⅰ制覇

第21回みついし蓬莱山まつりが開
かれ、約6,500人がステージでの催
しや縁日を楽しみました。

第９回新ひだか夏まつりが開かれ、
町内各所でさまざまなイベントが行
われました。

川 内 優 輝 選 手 を ゲ ス ト に 迎 え、
2015二十間道路ハーフマラソン大
会が開かれました。

第18回健康まつりが開かれ、多く
の参加者が健康に関する相談や催し
物を楽しみました。

第10回新ひだか町民芸術祭が開か
れ、総合展示や舞台発表など多くの
方が楽しみました。

第16回チャンピオンズカップ（GⅠ）
でグランド牧場生産のサンビスタがダー
トGⅠ史上初の牝馬として勝利しました。

Exchange beyond the border

生徒の夢をのせて

交通安全のお約束

人馬一体の気持ちで

功績をたたえ

海外レースで初 G Ⅰ制覇

姉妹都市・米国ケンタッキー州レキシ
ントン市から10名が友好親善のため来
町しました。交流は27年続いています。

サラブレット１歳馬の競り市サマー
セールで、静内農業高校が生産・育
成した夏羽月が落札されました。

秋の町民安全大会が開かれ、マーガ
レット幼稚園児６名が約500名の参
加者の前で交通安全を誓いました。

ライディングヒルズ静内乗馬大会が
開かれ、全５競技を行い、日ごろの
練習の成果を披露しました。

平成27年度町・町教育委員会表彰
式が開かれ、町の発展に大きな貢献
をされた16名４団体が受賞しました。

第29回ロンジン香港カップ（GⅠ）で
木田牧場生産のエイシンヒカリが同馬、
同牧場初のGⅠ制覇を達成しました。
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ムックリ作り

社交ダンス＆フォークダンスフェスティバル 11/29

第11回みついし牛枝肉共励会褒賞授与式 11/26

道文化団体協議会主催による第39回日高管内道民芸術
祭『社交ダンス＆フォークダンスフェスティバル』が町
公民館で開かれ、約150人が来場しました。
管内道民芸術祭で社交ダンスとフォークダンスが共演
するのは初めてのこと。４町６団体の会員が参加し、客
席の間近まで迫る華麗なダンスステージを披露しました。
ゲストステージでは、千歳市でダンス教室を開き、各
コンクールで活躍している杉原充・杉原梨沙ペアが模範
ダンスを披露し観客を魅了しました。

『第11回みついし牛枝肉共励会』の褒賞授与式が
ＪＡみついしで開かれ、三石本桐の前川忠昭さんが
出品したみついし牛が最優秀賞に選ばれました。
共励会は、三石地区を中心に新冠町からえりも町
までの広域で「みついし牛」のブランドで出荷して
いる黒毛和牛の肥育技術向上を目的に毎年開催。
11月25日に東京食肉市場で行われた審査には、
36頭が出品され、ほとんどが評価の高いＡ５・Ａ
４ランクという好成績を収めました。

15日に『イオル再生事業空間活用事業』が町公民
館で、29日に『イオル再生体験交流事業アイヌ文化
歴史講座』が静内地区の史跡で行われました。
どちらも小学生から70代までの町民約20名が参
加し、アイヌ文化に関する知識を深めました。
『空間活用事業』では、古式舞踊の披露やムック
リ作り体験、アイヌ料理の試食が行われ、
『アイヌ
文化歴史講座』では、自然を利用したチャシの見学
や町内のアイヌ語地名について現地研修を行いました。

日本ハムファイターズ選手による野球教室 11/29

家庭生活での整理収納教室 11/28

新ひだかエゾシカサミット 11/21

お父さん・お母さん混合バレーボール大会 11/15

北海道日本ハムファイターズ新ひだか後援会（折手
裕一会長）主催の『野球教室』が町静内体育館で行われ、
静内中、静内第三中学校の野球部員19名が参加しました。
杉谷拳士選手、鍵谷陽平選手、芝草宇宙元コーチが
来町し、送球やバッティング、走塁などの練習メニュー
を通して、一人ひとりに丁寧な指導を行いました。
また、町内の野球少年団員と保護者ら約100名が見
学に訪れ、最後に記念写真を撮影し、子どもたちはと
ても嬉しそうな表情をしていました。

町主催の平成27年度新ひだか町男女共同参画推進事業
『家庭生活での整理収納教室』がピュアプラザで開かれ、
家庭を持つ男女22名が参加しました。
エコ・スタイルの後藤えいこ氏を招き、
“整理”
“収納”
“掃
除”は全て家事と一くくりにされているが、これらはまっ
たく別の作業であること、それぞれ方法やコツが違うこと
について、実体験を取り入れながら講話いただきました。
参加者からは感心の声が漏れ、整理収納について知識を
深めていました。年末の大掃除に向けて、役立ちそうですね。

新ひだかＦｏｏｄ倶楽部（一條忠春部長）主催による『新ひだ
かエゾシカサミット』が町公民館で初めて開かれ、町内外から約
60名が参加しました。
基調講演では、エゾシカ協会の井田宏之専務理事から、農林業
被害の現状やエゾシカ肉の有効活用の事例について講演いただき、
パネルディスカッションでは、日高管内の食肉業関係者ら４人が、
エゾシカ肉の処理や管理、食べ方等について語り合いました。
また、エゾシカ肉を使った料理の試食会も行われ、参加者は予
想以上の柔らかさと美味しさに舌鼓を打ちました。

町教育委員会主催による『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』が町静内体
育館と山手体育館で開かれました。
町内の幼稚園・保育所・小中学校・高等学校16団体か
ら計24チームが参加し、白熱した試合を繰り広げました。
ポジションのルールやネットの高さが違うなど、クラ
ス別の規則でＡクラスは「高静小Ａ」、Ｂクラスは「高
静小Ｂ」、Ｃクラスは「静幼オロナミンＣ」が優勝を飾
りました。

救急車のお披露目
12/ １
日高中部消防組合消防署に
新たな高規格救急車が配備さ
れ、役場静内庁舎前でお披露
目を行いました。また、高度
救命処置用資機材を新たに整
備し、救急救命士の処置拡大
が図られるようになります。
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就農相談会
11/22
町農業担い手育成支援
協議会（有田英二会長）
は、 ミ ニ ト マ ト と 花 き
栽培の農業研修生を募る
『就農相談会』を町公民館
で開き、町内外から２組
３名が参加しました。

イオル再生事業

メナチャシ見学

11/15･29

三石産米「トキノミノル」寄贈
11/20
みついし水稲振興会（小
林嘉弘会長）は、三石産
の新米「トキノミノル」
を多くの人に食べてもら
いたいと、約170kg を蓬
莱荘や三石小中学校など
に寄贈しました。

まちのできごと、話題
をお届けします。

老人スポーツ大会
11/19
『第42回新ひだか町三石
老人スポーツ大会』が三石
スポーツセンターで行われ
ました。８チームが参加し、
「大玉転がし」など９種目の
競技で競い合い、延出老人
クラブが優勝に輝きました。
shinhidaka
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白寿祝状授与

ニュースフラッシュ

白寿祝状授与
次の方々が白寿を迎え、ご家族が見守る中、
酒井町長から祝い状、町社会福祉協議会・川越会長、木村副会長から記念品が贈られました。
みなさん、これからもお元気でお過ごし下さい。

城 地 タ カ さん

11月20日

城地タカさん（三石歌笛）が11月20日に99歳の
誕生日を迎え、入所先の特別養護老人ホーム静寿
園で、家族とともに白寿を喜びました。
城地さんは、旧三石村大字姨布村で生まれ、昭
和11年に旧三石村歌笛支所に勤務していた故・正
二さんと結婚し、８人の子宝に恵まれ、現在は孫
が11人、ひ孫が14人います。
若い頃は野菜作りが趣味で、90歳まで子どもた
ちのために野菜作りをしていたそうです。
平成25年に静寿園に入所し、入所者の皆様と会
話を楽しんだり、積極的に行事へ参加されています。

チャンピオンズカップ制覇 12/ ６

子どもの心に響く道徳教育推進事業 12/ ３

『第16回チャンピオンズカップ』（ＧⅠ・ダート
1800メートル）が中京競馬場で行われ、グランド
牧場（静内古川町）の生産馬サンビスタ号が見事優
勝を果たしました。
サンビスタ号は、中団を追走し、最後の直線で抜
け出し２着に１馬身半差をつけ快勝。
牝馬としては、史上初のダート G Ⅰ制覇という偉
業を成し遂げ、今回の勝利でＧⅠ２勝目、重賞６勝
目となりました。

道教育委員会による『子どもの心に響く道徳教
育推進事業』が、静内第三中学校の１年生74名を
対象に行われました。
札幌交響楽団のコンサートマスター大平まゆみ
氏が、
「『音』と『気』」を題目に講話を行い、音楽
は畜産業や音楽療法、胎教等に使われることや、
話の所々で登場する音楽家の有名な曲をヴァイオ
リンで奏でるなど、いつもの授業とは違った内容
に生徒たちは真剣な表情で聞いていました。

外 舘 福 次 郎 さん 12月１日
外舘福次郎さん（東静内）が12月１日に99歳の
誕生日を迎え、ドライブインあさり浜で、子ども
からひ孫約30人の家族が駆けつけ、ともに白寿を
喜びました。
外舘さんは、後志管内倶知安町出身で、早くに
親を亡くしたため各地で働き、出征を経て戦後は
東静内に戻り、漁師を営みました。昭和10年頃に
故・トミヨさんと結婚し、６人の子宝に恵まれ、
現在は孫とひ孫が16人ずつ、玄孫が１人います。
95歳まで漁に使う網や縄の手入れを行っていた
そうで、現在は孫と一緒に暮らしています。

及 川 か つ よ さん 12月２日
及川かつよさん（静内中野町）が11月26日に99
歳の誕生日を迎え、入院先の静和会石井病院で、
家族とともに白寿を喜びました。
及川さんは、新冠町東泊津出身で、昭和10年頃
に旧静内町農屋の故・忠雄さんと結婚し、６人の
子宝に恵まれ、現在は孫が12人、ひ孫が20人います。
朝から晩まで働きものだったそうで、平成６年
に忠雄さんが亡くなった後は、一人暮らしをして
きましたが、体調を崩し、平成13年から石井病院
に入院しています。

９
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ロンジン香港カップ制覇

12/13

『第29回ロンジン香港カップ』
（ＧⅠ・芝2000メー
トル）が香港シャティン競馬場で行われ、木田牧場
（三石本桐）の生産馬エイシンヒカリ号が見事優勝
を果たしました。
エイシンヒカリ号は、スタートから先頭に立ち、
最後の直線でさらに加速し、２着に１馬身差をつけ
快勝。
初のＧⅠ制覇を海外の大舞台で成し遂げ、今回の
勝利で重賞３勝目となりました。

クリスマスフェスティバル
12/12
『クリスマスフェスティ
バル』が図書館三石分館で
開 催 さ れ、 ク リ ス マ ス を
テーマとした絵本の読み
聞かせや、しらかばの切株
を 用 い た 工 作「 き り か ぶ
サンタ」作りを行いました。

しずない海味の市
う

12/ ５

み

『2015しずない海味の市』が町観光情報センター
ぽっぽで開かれ、新ひだか推奨品や格安の海産物
を求める多くの町民でにぎわいました。
合併前旧静内町時代の平成10年から始まり、今
回で18回目の開催となります。
この催しは、各市場において高い評価を受けて
いる地場産品の美味しさ・鮮度・安全性を町内外
へ広くＰＲすることにより、今後における観光事
業等へつなげることを目的としています。

ミュージックフェスティバル
12/ ６
町自衛隊協力会と陸上
自衛隊静内駐屯地による
『第33回ミュージックフェ
スティバル』が町公民館
で開かれ、約７団体によ
るステージを多くの来場
者が楽しみました。
shinhidaka

2016‐１

８

▼
11

shinhidaka

2016‐１

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

21 20 20 20
00 00 00 00

12
31

▼

定期相談１月
相談は無料です

▼

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

※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。

31 30 29

年末年始の営業

循環器内科は予約制です。

毅１月５日㈫
飯田工業㈱
☎４２‐２４２９

受付時間：13時30分 ~16時00分

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 １月８・22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

０９０‐２６９５‐２４２９

１月21日㈭

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

31

１月２日㈯ 通常営業
１月４日㈪ 臨時営業
問合せ
町民保養施設「静内温泉」
☎４４‐２１１１

１月７日㈭

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

（担当・静谷）

日

12 12 12

患者通院バスの運休

月

ピュアプラザおもちゃの病院

31

静内地区患者通院バス
は、次の期間運休いたしま
す。
運休日
月 日㈭～１月３日㈰
※１月４日㈪からは、通常
どおり運行いたします。
問合せ／健康推進課（静内
保健福祉センター内）
☎４２‐１２８７

▼

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

00 00

０９０‐８７０６‐５３６３

【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)

と き １月15日（金） 13時30分～15時00分
ところ 役場三石庁舎
【問合せ】三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111

20 20

（担当・森）

納期内に納入を
お願いします。

31 30

12

12

毅みついし昆布温泉「蔵三」
日帰り入浴の時間が次の
とおりとなります。
月 日㈫ 通常営業
月 日㈬
時 分まで
月 日㈭
時 分まで
１月１日㈮
時 分まで
１月２日㈯
時 分まで
１月３日㈰ 通常営業
問合せ
みついし昆布温泉「蔵三」
☎３４‐２３００

【今月の納期】
・道町民税（４期分）
・保育所負担金（１月分）
・町営住宅使用料（１月分）
・学校給食費負担金（１月分）
・下水道受益者負担金（４期分）

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、１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。

毅町民保養施設「静内温泉」
月 日㈬ 通常営業
月 日㈭
時 分まで
１月１日㈮
時 分まで

１月の税務日程

12 12

【三石地区】
毅 月 日㈭～１月５日㈫
㈲坂本鉄工所
☎３５‐３３１１

12月29日㈫～１月５日㈫

【問合せ】 静内庁舎生活環境課
☎43‐2111（内線128・129）
三石庁舎町民福祉課
☎33‐2111（内線118）

０９０‐９５１３‐６３９３

特産品販売センター

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。

（担当・中畑）

12月30日㈬～１月５日㈫
12月30日㈬～１月６日㈬
12月31日㈭～１月５日㈫

平成27年12月30日（水）
～平成28年１月５日（火）

０９０‐８７０９‐７５７６

町武道館・町弓道場
ライディングヒルズ静内
道の駅「みついし」

12月30日㈬～１月５日㈫
12月30日㈬～１月５日㈫

【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。

０９０‐３１１２‐０４９６

12月31日㈭～１月５日㈫
平成27年11月24日で閉館しました

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

（担当・伊藤）

町博物館
三石郷土館
町静内体育館・山手体育館
三石スポーツセンター

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。

（担当・坂本）
問合せ
静内庁舎上下水道課
☎４３‐２１１１
（内線１４３）
三石庁舎上下水道課
☎３３‐２１１１
（内線２２１）

町立保育所（静内・東静内） 12月31日㈭～１月５日㈫
静内子育て支援センター
12月31日㈭～１月５日㈫
児童館（青柳・山手・こうせい・みなと）12月31日㈭～１月５日㈫
町公民館
12月31日㈭～１月５日㈫
（30日は17時00分まで）
女性センター・みらい
12月31日㈭～１月５日㈫
（30日は17時00分まで）
ピュアプラザ
12月31日㈭～１月５日㈫
（30日は17時00分まで）
町図書館本館
12月31日㈭～１月５日㈫
町図書館三石分館
12月31日㈭～１月５日㈫

平成27年12月31日（木）
～平成28年１月３日（日）

【静内地区】
毅 月 日㈭
㈱道南
☎４２‐３１９８

12月31日㈭～１月５日㈫
12月31日㈭～１月５日㈫

水道凍結にご注意を

三石保健センター
老人いこいの家

毅１月１日㈮～２日㈯
㈱長嶺設備工業
☎４２‐１６６３

12月31日㈭～１月５日㈫

【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。

毅１月３日㈰～４日㈪
㈲伊藤配管設備
☎４２‐４１０８

介護老人保健施設まきば

年末年始にかけて、ます
ます朝晩の冷え込みが厳し
くなってきますので、水道
の凍結や水漏れなどには十
分気をつけましょう。
水道の凍結は、水抜き栓
で水を落とすことで、簡単
に防止することができます。
もし、水道が凍結してし
まった際は、次の水道業者
に修理を依頼して下さい。
※なるべく日中に依頼する
ようお願いします。

町施設は下記の期間お休みいたします。
役場（静内庁舎・三石庁舎） 12月31日㈭～１月５日㈫
町立静内病院
12月31日㈭～１月５日㈫
三石国民健康保険病院
12月31日㈭～１月５日㈫
静内保健福祉センター
12月31日㈭～１月５日㈫

年末年始ごみ処理等のお知らせ

▼

年末年始町施設のお知らせ

▼

情報ボックス

▼

▼

情報ボックス

行政相談
と き ７日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
年金相談（予約制）
と き 28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。
人権（子ども含）・困りごと相談
と き 13日㈬、27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）
法律相談（予約制）
と き ４日㈪、６日㈬、13日㈬、18日㈪
20日㈬、25日㈪、27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）
手話相談
と き ６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
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
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
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）
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
shinhidaka
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新ひだか町身体障がい者福祉協会は、静内身体障がい者福祉協会と三石身体障がい者福祉協会で活動をし
ており、町内に居住する障がいのある方々の権利擁護や暮らしやすい地域づくり、生活の安定と福祉の増進
を図るため、さまざまな事業を実施し自立や社会参加を支援しています。
近年、会員の減少、高齢化が進んできており、新たな会員と、行事を手伝っていただけるボランティアの
方を募集しております。障がいがあるので外出するのは・・・と思っている方、みんなで集まり楽しく過ご
しませんか。また、私たちのお手伝いをしていただける方はいらっしゃいませんか。
心が安らぐ、心の通う協会活動にご賛同いただける方、ぜひお問い合わせ下さい。

年金相談のお知らせ

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。
【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】
日高管内スポーツ大会
女性部料理教室

【問合せ】
静内身体障がい者福祉協会
町社会福祉協議会内
☎43‐3121

フンは飼い主が
持ち帰って下さい。

雪捨場のお知らせ

▼

散歩のマナー守っていますか？

▼

三石身体障がい者福祉協会
三石庁舎町民福祉課
☎33‐2111（内線116）

雪捨場について、静内地区は静内川右岸の国道235
号線静内橋より下流に、三石地区は三石川右岸の国道
235号線沿いに確保しましたのでご利用下さい。
ඤ౷ߊ

新ひだか町

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。

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

▼
२

२౷ߊ

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。

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。

ݰ٬ࢨ

【問合せ】 静内庁舎建設課

☎43‐2111（内線268）

日 月
１
７ ８
14 15
21 22
28 29

火
２
９
16
23

相談日
予約期間
相談会場

２月
水 木
３ ４
10 11
17 18
24 25

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
金
５
12
19
26

土
６
13
20
27

２月25日㈭
２月１日～23日
静内庁舎３階第２会議室

日 月 火
１
６ ７ ８
13 14 15
20 21 22
27 28 29
相談日
予約期間
相談会場

気象台からの防災メモ

３月
水 木
２ ３
９ 10
16 17
23 24
30 31

金
４
11
18
25

土
５
12
19
26

３月24日㈭
３月１日～22日
静内庁舎３階第２会議室

▼

おしっこの場所にも
気をつけましょう。

▼

▼

新ひだか町身体障がい者福祉協会のご紹介

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

日本にはたくさんの活火山があります。火山活動が作り出した
地形や景色は私たちを魅了し、多くの人が訪れます。温泉を楽し
まれる方も大勢いらっしゃると思います。
普段は私たちに恵みを与えてくれる火山ですが、時には噴火を
起こして被害をもたらすこともあります。
火山や火山の近くを訪れて、何か異常を感じたり、いつもと違
う現象を発見した時は「通報された方のお名前と連絡先」
、「どの
ような現象（何を見た？何を感じた？）」、「現象の場所（発見場所や通報場所から離れている場合は、どこの場所か
らどちらの方向？）
」
、
「現象を発見した日時（遠望カメラや地震計などで、同じ時刻の観測データを確認します）
」
、
「そ
の他、現象を発見した時の天気」などをすぐに最寄りの気象台や地元市町村、警察などに連絡して下さい。
発見者通報には、火山活動の変化を示す重要な情報が含まれる場合がありますので、迷わず連絡して下さい。

【問合せ】 室蘭地方気象台 ☎0146‐22‐4249

広告
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情報ボックス

▼

札

果

公

表

11月５日入札結果
入札工事・委託名

歌笛地区管渠新設工事その３
緑ヶ丘公園野球場グラウンド等改修工事
三石小学校キュービクル保護小屋建設工事
特別養護老人ホーム蓬莱荘一般浴室改修工事
分収造林川上団地準備地拵事業業務委託

▼

結

（単位：千円）

落札業者
酒井建設㈱
㈱志賀建設
㈱新興建設
㈱新興建設
日高東部森林組合

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）

29,200 30,040 97.20
16,300 17,140 95.10
1,670 1,690 98.82
1,920 1,930 99.48
2,400 2,422 99.09

11月19日入札結果
入札工事・委託名

落札業者
㈱岡本組
松尾建設㈱
㈱日高測量
㈱ホクスイ設計コンサル
㈱シティック

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）

14,700 14,860 98.92
1,490 1,570 94.90
1,250 1,370 91.24
6,280 6,670 94.15
3,970 4,100 96.83

北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使

▼

▼

静内地区汚水幹線工事その３
咲梅山岸線改良舗装工事その２
三石ダム堆砂側線測量業務委託
静内地区雨水幹線調査設計業務委託その１
新ひだか町汚水管渠調査及び清掃補修業務委託

（単位：千円）

町では、これからの将来を見据えた人づくり・まちづくりを進めるため、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」を策定しました。
本大綱をもとに、今後も新ひだか町に暮らす全ての人々が将来にわたって、心豊かで健やかに充実した人
生を送ることができるまちづくりを進めてまいります。
１．大綱の位置づけ
町は、「新ひだか町総合計画」及び「新ひだか町まちづくり自治基本条例」の趣旨を踏まえて、地方教育行
政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第１条の３の規定に基づく、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。
２．大綱の期間
大綱の期間は、新ひだか町総合計画の期間等を踏まえ、平成27年度から平成29年度までの３年間とします。
３．大綱の内容
（１）基本目標
生きる力と思いやりの心を育み、豊かで実りある人生を創る、教育、芸術・文化、スポーツのまちづくり
（２）基本方針
基本方針①「生きる力」を育むために「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和のとれた人づくり
を目指します。
基本方針②町民一人ひとりが生涯を通して生きがいをもち、実りある人生を送るための環境づくりを進めます。
※各種重点施策については、町ホームページをご覧下さい。
【問合せ】 静内庁舎企画課 ☎43‐2111（内線226）

新ひだか町都市計画マスタープランの公表

町では、静内都市計画マスタープランを平成13年３月に策定しました。計画の目標期間は、平成13年度か
ら平成32年度までの20年間でしたが、平成27年３月時点で、計画策定から14年が経過し、法改訂や各種計画
との整合性及び社会情勢の変化に対応するために見直し作業を平成26年度から実施しておりました。
この度、見直し作業が終了し、新ひだか町都市計画マスタープランとして改訂しましたので公表いたします。
公表方法
新ひだか町ホームページ及び静内庁舎建設課窓口で公表します。冊子及び概要版は現在印刷作業中です。
【問合せ】 静内庁舎建設課 ☎43‐2111（内線266）

広告
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▼

北海道日本ハムファイターズの北海道179市町村応援大使2016事業に当町が当選し、近藤健介選手と浦野博司選
手が応援大使となりました。
この事業は、北海道日本ハムファイターズの選手が北海道179市町村の応援大使となり、全力で応援するプロジェ
クトで、今後１年間当町のＰＲや活性化に力を貸していただけます。
近藤選手は、2012年にドラフト４位で捕手として入団。今年は129試合に出場し、打率 .326（リーグ３位）
、本
塁打８本、60打点とクリーンナップとして活躍しました。
浦野選手は、2014年にドラフト２位で投手として入団。今年は12試合に登板し、３勝３敗、防御率4.81でした。
合併10周年の年をお二人の力もかり
＜新ひだか町 応援大使プロフィール＞
て盛り上げていきたいと思います。
近藤 健介
浦野 博司
名前
（コンドウ ケンスケ） （ウラノ ヒロシ）
背番号
８
17
【問合せ】 静内庁舎商工労働観光課
ポジション
捕手
投手
☎43‐2111（内線281）

新ひだか町教育大綱の策定

▼

入

▼

一般資金として
三石生コンクリート工業株式会社（代表取締役 酒井秀男）
奨学資金として
国際ソロプチミスト静内（会長 樋口栄子）
学校図書購入資金として
幌村建設株式会社（代表取締役 幌村 司）
特別養護老人ホーム静寿園備品購入資金として
土井良一（静内緑町）、静内中学校生徒会
延出基幹集落センター備品として
ホットプレート・電子ジャー／富岡マチ子（三石富澤）
特別養護老人ホーム静寿園へ
布類／中畑ノブ子（静内こうせい町）
箱ティッシュ／東別連合自治会第３婦人部
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
ウエス／浅野房子（三石歌笛）
みついし米／みついし水稲振興会（会長 小林嘉弘）

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

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。
【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）

▼

▼▼▼ ▼ ▼ ▼
▼

次の方々から温かいご厚志が寄せられました
（敬称略、順不同）

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス
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新ひだか町公共施設等総合管理計画

▼

▼

情報ボックス

北海道社会貢献賞

はじめに

自治功労者

計画策定の背景
高度経済成長期（1954年～1973年）に整備された道路・鉄道・港湾・空港等の産業
基盤や上下水道・公園・学校等の生活基盤、治山治水といった国土保全のための基盤、
その他の国土、都市や農山漁村を形成するインフラが、今後一斉に高齢化を迎える。

前新ひだか町議会議員

井 上 節 子 さん (76)

国の基本的な考え方
21世紀型の社会資本整備の在り方として、『新しく造ることから賢く使うことへ』の
重点化に取り組む。また、安全・便利で経済的な次世代インフラを構築するため、
「イ
ンフラ長寿命化基本計画」を策定する。

公共施設等の現状及び将来の見通し
公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込み
࠙༢㸸൨ࠚ

公共建築物
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新ひだか町感謝状
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町観光振興資金（さくら基金）
しずないさくらの会























































公共施設等一覧
将来人口推計
分類
数量
࠙༢㸸ேࠚ
一般会計
291,815 ㎡ 
特別会計
24,715 ㎡ 
企業会計
8,963 ㎡

一部事務組合
18,099 ｍ
道路
477,480 ｍ 
橋りょう
5,027 ｍ 
河川
597,500 ｍ 
公園
2,754,266 ㎡ 
農道・林道
105,322 ｍ 
駐車場
11,812 ㎡

水道管
289,697 ｍ
下水道管
147,300 ｍ

2045年（平成57年）には、総人口が１万５千人を割り込むことが想定される一方、既存の公共施設等の総量を変えること
なく維持管理・修繕・更新等を行っていく場合には、40年間で1915.3億円、年間47.9億円もの費用が必要となる見込みです。
これは、直近５年間の維持補修費及び投資的経費の年平均執行額22.5億円の2.1倍にあたります。

Ⅲ

施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

2016‐１

インフラ

shinhidaka

施設類型
管理に関する基本的な方針
下水道事業施設 新ひだか町下水道施設長寿命化計画を策定する。
介護サービス事業施設
病院施設
最大限の長寿命化を図りつつ、総量に
日高中部消防組合施設 ついて検討を進める。
日高中部衛生施設組合施設
道路
長寿命化を図り、事業費の平準化を推進する。
橋りょう
新ひだか町橋梁長寿命化修繕計画を推進する。
河川
長寿命化を図り、事業費の平準化を推進する。
公園
新ひだか町都市公園施設長寿命化計画を推進する。
農業施設
長寿命化を図り、事業費の平準化を推
進する。
駐車場
水道
事業費の平準化を図りつつ、管路の耐震化を推進する。
下水道
新ひだか町下水道施設長寿命化計画を策定する。

公共建築物

公共建築物

施設類型
管理に関する基本的な方針
計画的な更新を行うとともに、総量について検討を進める。
行政系施設
町民文化系施設 地域住民との合意形成のもと、集約化を進める。
子育て支援施設 計画的な更新を行うとともに、総量に
ついて検討を進める。
供給処理施設
保健・福祉施設 最大限の長寿命化を図りつつ、総量について検討を進める。
産業系施設
スポーツ・レクリエーション系施設 計画的な更新を行うとともに、総量に
ついて検討を進める。
公園
公営住宅
新ひだか町公営住宅長寿命化計画を推進する。
学校教育系施設 計画的な更新を行うとともに、総量について検討を進める。
社会教育系施設 最大限の長寿命化を図りつつ、総量について検討を進める。
その他の建築系公共施設 第１種普通財産については、売却を基本に除却を進める。
休養施設
長寿命化を徹底する。
上水道（簡易水道含む）施設 最大限の長寿命化を図りつつ、総量について検討を進める。
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しずないさくらの会からは、新ひだか町観光振興資金
（さくら基金）として、平成12年から毎年ご寄付をい
ただいております。
寄付金は、桜まつりでの募金活動などで集められたも
ので累計では、17,553,069円となっております。
寄付金につきましては、桜の保護保存・整備のために
有効に使用させていただいております。

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

人口類似規模自治体の状況
公共施設等の管理に関する基本的な考え方
計画期間
公共施設面積（㎡） 点検・診断等の実施方針、維持管理・
2016年（H28）～2045年（H57）の30年間
総人口
市町村名 （人）
修繕・更新等の実施方針、安全確保
人口１人あたり の実施方針、総合的かつ計画的な管
全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策
新ひだか町ファシリティマネジメント庁 新ひだか町
23,868 343,592 （14.40） 理を実現するための体制の構築方針
内検討会議を設置し、公共施設等の情報
に基づき、取り組みを進める中で、
美唄市
23,869 200,757 （8.41） 公共施設等の総量20％縮減及び耐用
を管理・集約するとともに、施設カルテ
士別市
23,871 267,249 （11.19） 年数の20％延長を目指します。
を作成し、情報の一元化を図ります。
美幌町
23,875 145,038 （6.07）
現状や課題に関する基本認識
フォローアップの実施方針
遠軽町
23,876 258,367 （10.82）
本町の公共施設等の総量は、全国・人口
新ひだか町ファシリティマネジメン
１～３万人自治体平均を大きく上回り、 釧路町
23,877
98,359 （4.11） ト庁内検討会議において、本計画の
かつ、道内の人口類似規模団体の中でも 中標津町
23,878 163,735 （6.85） 進捗状況等を評価した上で、必要に
最も多い状況です。長寿命化による更新
応じ改定を行います。また、評価結
全国平均
（3.22） 果については、速やかに議会、町民
年数延長並びに総量縮減に努め、中長期
的経費の平準化を図ることが課題です。
人口１～３万人自治体平均
（5.24） に公表するよう努めます。

Ⅳ

静内清水丘

井上さんは、平成３年５月に静内町議会議員、平成
18年４月には新ひだか町議会議員に当選し、約23年間
町政振興、地方自治の振興発展に尽力されました。
平成15年５月からは静内町議会副議長、平成７年４
月からは社会福祉協議会理事や保護司、自治会、女性団
体連絡協議会等数多くの要職を歴任し、地域に貢献され
てきました。
受賞に際し井上さんは「このような名誉ある賞をいた
だけるとは思っていませんでした。これも皆様のおかげ
だと思っています」と語りました。

地方自治体の役割
公共施設等について、国が構築した体制や制度等も活用し、国やその他の各公共施設等の管理者とも連携を図りつつ、効
率性にも配慮しながら適切に管理する。また、過去に整備した公共施設等の状態、配置、利用状況、更には人口動態、財
政状況等を総合的に勘案し、実情に応じて、維持管理・更新等を総合的かつ計画的に行う。

Ⅱ

＝

新ひだか町感謝状
福祉資金
プロジェクト・セブン
プロジェクト・セブンからは、高齢者福祉施設に対し、
チャリティコンサートのチケットや備品、図書館への図
書購入資金などとして、平成13年から毎年ご寄付をい
ただいております。
また、チャリティコンサートにご出演いただいた方に
町サポート大使になっていただくなど、町の PR 活動に
もご尽力いただいております。

shinhidaka
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～

対象地区

～

１月22日㈮
１月25日㈪ 10時00分～12時00分
１月29日㈮ 13時00分～17時00分

静内・三石地区全域

～

２月１日㈪

～

２月５日㈮
２月８日㈪
２月９日㈫
２月10日㈬
２月12日㈮
２月15日㈪
２月16日㈫

会

場

備

考

所得税還付申告相談
年末調整がお済みの方で、控除額
を追加することにより、所得税が
静内庁舎税務課
還付になる場合等
三石庁舎地域振興課
※医療費控除、社会保険料控除（国
民健康保険税、国民年金等）、扶
養控除、住宅借入金等特別控除等

９時30分～16時00分

三石地区全域

みついしふれあいプラザ

10時00分～12時00分

東別、三石西端

東別生活センター

10時00分～12時00分

春立

春立生活館

10時00分～12時00分

御園、農屋

御園生活館

10時00分～12時00分

田原

田原生活館

10時00分～15時00分

東静内、浦和

東静内会館

10時00分～12時00分

川合、西川

川合生活館

移動確定申告相談

10時00分～12時00分

豊畑

豊畑生活館

10時00分～15時00分

美野和、鳧舞、本桐

本桐基幹集落センター

17時00分～20時00分

２月25日㈭ 10時00分～15時00分
２月26日㈮ 10時00分～15時00分

高砂町、中野町

２月23日㈫

17時00分～20時00分
２月24日㈬ 10時00分～15時00分

「浦河税務署」

静内・三石地区全域
神森、目名、駒場、
真歌、花園、清水丘
静内・三石地区全域
御幸町、静内旭町、
海岸町、入船町
緑町、青柳町

10時00分～15時00分

による申告が可能
営業、不動産、農業、軽種馬、株式、
ピュアプラザ多目的室 譲渡、相続、贈与等の所得がある
方は、対象地区に関係なく、この
期間に申告して下さい。
※２月22日・23日は、夜間申告を
受け付けます。上記所得以外の
方は申告可能です。

２月27日㈯～28日㈰は休日ですが申告が可能です。
２月27日㊏

10時00分～15時00分

静内・三石地区全域

２月29日㈪ 10時00分～15時00分

静内・三石地区全域

２月28日㊐

ピュアプラザ多目的室

shinhidaka
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確定申告（国税）は不要ですが、保険税（料）の算定などのために、住民税の申告が必要です。
その際持参していただくものは、「①印鑑、②障がいをお持ちの方は、障害者手帳や療育手帳」です。
申告がない場合、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置が適用されない場合があります。

毅印鑑（シャチハタ以外のもの）
毅年間の収入や経費が分かるもの
①給与所得者、年金受給者・・・給与所得の源泉徴収票（原本）、公的年金等の源泉徴収票（原本）
②営業、不動産等所得者・・・・帳簿書類等
③上記以外の所得がある方・・・その収入や経費が分かる証明書等
毅各種控除を受ける方
①社会保険料控除、生命・地震保険料控除、医療費控除・・・支払額が分かる証明書または領収書
②住宅借入金等特別控除・・・借入金年末残高等証明書、家屋登記簿謄本、請負・売買契約書、本人の住民票等
③配偶者特別控除・・・・・・配偶者の源泉徴収票等
④障害者控除・・・・・・・・障害者手帳、療育手帳
毅所得税が還付になる場合・・・本人名義の口座番号が分かるもの（通帳等）
毅前年に申告をしている方・・・前年の申告書控え

営業、不動産、農業、軽種馬、譲渡、株式、相続、贈与等の所得がある方へ
これらの所得がある方は、直接浦河税務署で申告をするか、浦河税務署による申告が可能な２月22日㈪～26日㈮
の期間にピュアプラザへお越し下さい。

消費税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告の相談及び申告書の受け付けは３月31日㈭までです。
消費税の確定申告をされる方は、直接浦河税務署で申告をするか、浦河税務署による申告が可能な２月22日㈪～
26日㈮の期間にピュアプラザへお越し下さい。

医療費控除を受ける方については、会場の混雑軽減のため、できるだけ事前に領収書の整理をしていただきますよ
う、ご協力をお願いいたします。
整理の方法・・・領収書を病院や薬局ごとにまとめ、それぞれの合計金額を任意の用紙にご記入下さい。
確定申告相談

※都合により会場を変更する場合がありますので、ご注意下さい。

19

公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定
申告を行う必要がありません。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。
毅次に当てはまる方は、住民税の申告が必要です。
①公的年金等に係る雑所得のみがある方で、
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除（社会保険料控除
や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等）以外の各種控除の適用を受ける方。
②公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方。

【ご協力のお願い】医療費控除を受けられる方へ

～

柏台、山手町
３月２日㈬ 10時00分～15時00分 ときわ町、こうせい町、
吉野町
末広町、木場町、
３月３日㈭ 10時00分～15時00分
古川町、静内本町
ピュアプラザ多目的室
３月４日㈮ 10時00分～15時00分
静内・三石地区全域
３月７日㈪
10時00分～15時00分 ※対 象 の 日 に 来 ら れ な
３月11日㈮
い方
３月14日㈪ 10時00分～15時00分 ※３月15日は午前中のみ
３月15日㈫ 10時00分～12時00分

☎43‐2111（内線165・174・175）

公的年金受給者の申告不要制度について

消費税の確定申告をされる方へ
確定申告相談（休日）

３月１日㈫ 10時00分～15時00分

【問合せ】 静内庁舎税務課

平成27年分の「所得税及び復興特別所得税」の確定申告相談、
「住民税（町民税・道民税）
」の申告相談が始まります。
この申告は、１年間（１月１日から12月31日まで）の所得を算出し、税額を計算するものです。
申告をしなかったり遅れたりすると、行政サービスを受ける際に不利益が生じる場合がありますので、必要な書類
を早めに準備し、正しい申告をしましょう。
なお、詳しい日程につきましては、「申告相談日程」をご覧下さい。

申告に必要なもの

２月22日㈪～26日㈮は浦河税務署による申告が可能です。
10時00分～15時00分

忘れずに

収入が０円の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方で、
「国民健康保険」や「後期高齢者医
療保険」に加入している方へ

２月17日㈬ 10時00分～15時00分 豊岡、富澤、蓬栄、福畑 延出基幹集落センター
美野和、歌笛、川上、
２月18日㈭ ９時30分～16時00分
歌笛総合住民センター
稲見、福畑
みついしふれあいプラザ
２月19日㈮ ９時30分～16時00分
三石地区全域

２月22日㈪

確定申告が始まります

▼

受付時間

▼

月
日
１月18日㈪

申告相談日程

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

浦河税務署 ☎0146‐22‐4131

ご注意下さい
毅申告会場は混雑が予想されます。状況によっては長時間お待ちいただく場合もございますので、ご了承下さい。特
に還付申告の受付開始初日、休日明け、最終日は例年大変混雑する傾向にあります。
毅２月８日㈪～３月15日㈫の申告期間中は、各申告会場に税務課職員が出向いているため、役場税務課窓口での申
告相談は受け付けておりませんのでご注意下さい。
毅申告日の指定案内が届いている方は、指定日時にお越し下さい。
毅会場では、申告書をご自身で作成し提出できるように、相談担当者が記載方法などをアドバイスしますので、希望
される方はお申し出下さい。また、使い慣れた計算器具や筆記用具をご持参下さい。
毅３月15日㈫までに申告が困難な場合は、静内庁舎税務課までご連絡下さい。
shinhidaka
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ࡦࡔ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ
ࠉ〇ị㈓ịタ

᪤Ꮡ〇ị㈓Ỉタ

୕▼⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ

⁺⯪⁺ලಖタ
㸦ᕳୖタ㸧

三石漁港整備工事

᪤タPᓊቨ

᪤タPᓊቨ

三石漁港内において、漁
港整備事業が行われ、関係
者以外の進入が制限されて
おりますので、ご理解とご
協力をお願いします。
毅直轄特定漁港漁場整備事
業（三石漁港岸壁建設工
事）
工事期間／３月 日まで
問合せ
三石庁舎水産林務課
☎３３‐２１１１
（内線１３２）
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対 象／町内にお住まいの
方、 小・ 中・ 高 校 保 護
者、幼稚園・保育所保護
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

▽

30

北海道地区道路情報

▼

15

15

税務署からのお知らせ

00 16

ネットトラブル研修会

る子どもたち～望ましい生

13

北海道内では、暴風雪に
よる事故や車が立ち往生す
るなどの災害が繰り返し発
生しています。テレビなど
で悪天候が予想されている
ことを知ったときは、最新
の気象情報や道路情報を事
前に十分確認して下さい。
なお、国道や道道の通行
規制情報はホームページで
閲覧することが可能ですの
で、ご利用下さい。
問合せ／静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２７２）
ホームページ

http://info-road.hdb.
hkd.mlit.go.jp/

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

活習慣とルールづくり～

▼

予防接種・がん検診等助成 健康づくり商品券

師／中谷通恵氏（ＮＰ

【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）

15

毅確定申告期間
２月 日㈫～３月 日㈫

>

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。

00

16

してもよいことになってい
ます。
帳簿・書類の保存
収入金額や必要経費を記
載した帳簿のほか、取り引
きに伴って作成した帳簿や
棚卸表、請求書、領収書な
どの書類を保存する必要が
あります。
問合せ／浦河税務署
☎ ０１４６‐２２‐４１３２

意

00 00 16
17

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
１月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
講 演／ネット社会を生き

注

講

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。

<

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。

86

26

Ｏ法人 お助けネット代表）

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。

16

し、印刷して郵送等により
提出することができます。
平成 年分から、給与所得
者または公的年金所得者の
方向けの申告書作成画面を
新設しました。初めての方
でも操作がしやすい画面と
なっておりますので、確定
申告書の作成にぜひご利用
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）

49

毅白色申告の方へ
平成 年１月から、個人
で事業や不動産貸付等を行
う全ての方は記帳と帳簿書
類の保存が必要となりまし
た。
対象となる方
個人の白色申告者のう
ち、事業所得、不動産所得
または山林所得を生ずべき
業務を行う方です。
記帳する内容
収入金額や必要経費に関
する事項について、取り引
き の 年 月 日、 相 手 方 の 名
称、 金 額 や 日 々 の 売 り 上
げ・仕入れの合計金額等を
帳簿に記載します。記帳に
当たっては、一つ一つの取
り引きごとではなく日々の
合計金額をまとめて記載す
るなど、簡易な方法で記載

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。

毅確定申告会場開設期間
と き
２月 日㈫～３月 日㈫
９時 分～ 時 分
※ 時 分までにお越し下
さい。
ところ／浦河税務署
（浦 河 郡 浦 河 町 大 通 ５ 丁
目 番４）

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。）

毅復興特別所得税
東日本大震災からの復興
を図るための施策に必要な
財源を確保するため、平成
年分まで、復興特別所得
税を所得税と併せて申告・
納付することとされていま
す。確定申告書の作成に当
たっては、復興特別所得税
額欄の記載漏れがないよう
ご注意下さい。

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

毅確定申告書作成コーナー
国税庁ホームページの確
定申告書等作成コーナー
で、所得税及び復興特別所
得税、消費税並びに贈与税
の確定申告書などを作成

子ども医療費助成 健康づくり商品券

▼

▼

情報ボックス
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有害物質発生の原因になり
ます。廃棄物は自分で焼却
せず、適切に処分しましょ
う。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２９）
三石庁舎町民生活課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

サイレン吹鳴

防災祈願セレモニー
と き／１月７日㈭
時 分～
ところ／ピュア前広場
内 容／まとい振り、染退
太鼓演奏、餅まき）
問合せ／日高中部消防組合
消防署
☎４５‐０１１９

放置自転車

ま し て は、 処 分 し ま す の
で、ご了承願います。
問合せ／静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２６６）

飲酒運転根絶条例
北海道議会第４回定例会
に お い て、「 北 海 道 飲 酒 運
転の根絶に関する条例」が
月 日 に 提 案・ 可 決 さ
れ、 月１日から施行され
ました。
この条例の目的は、飲酒
運転に関する施策を総合的
に推進し、安全で安心して
暮らすことができる社会の
実現に資することです。
道民の責務は、飲酒運転
をしてはならないこと、飲
酒運転が重大な違法行為で
あること、飲酒が身体に及
ぼす影響に対する理解、道
の施策への協力、飲酒運転
の制止努力義務となりま

静内川上流ダムの放流

す。
道民の理解と関心を深め
るため、７月 日を飲酒運
転根絶の日とし、道と道民
等が一体となった取り組み
を実施します。
なお、町では、町議会９
月 定 例 会 に お い て、「 飲 酒
運転撲滅宣言」が９月 日
に議決されています。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２７）

自立支援医療
自立支援医療とは、障が
いや特定の疾病を有する方
に対して、その治療を受け
る際の医療費の負担を軽減
する制度です。これらの制
度を利用する際は、医師の
診断書等や各種手続きが必
要となりますので、ご相談
下さい。
※世帯の町民税の課税状況
に応じて、自己負担額が
異なります。
毅更生医療
歳以上の障がいを有す
る方のうち、主に血液透析
や人工関節の治療を必要と

22
2016‐１
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シベチャリの橋通行規制
町では、１月 日から３
月 日の期間にシベチャリ
の橋の補修工事を行うた
め、通行規制を行います。
ご迷惑をおかけします
が、ご協力のほどよろしく
お願いします。
問合せ／静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２６７）

野焼きはやめましょう

日高中部消防組合消防署
三石支署では、平成 年消
防出初式に伴い、三石地区
において消防団員召集サイ
レンを吹鳴しますので、火
災等と間違わないようお願
いします。
と き／１月５日㈫
８時 分
とこ ろ ／ 三 石 地 区（ 本 町 ５
除く）
、歌笛地区（川上、
美野和除く）
、鳧舞地
区、本桐地区、富澤地区
問合せ／日高中部消防組合
消防署三石支署
☎３３‐２２２４
町の玄関口である駅前広
場の駐輪場が、放置自転車
により通路が狭くなってい
ます。
歩行者や除雪作業の迷惑
になり、また、駅前の美観
を保つためにも放置自転車
の持ち主は移動をお願いし
ます。
なお、駅周辺の空き地な
どに駐輪されている方は、
周囲の迷惑となりますの
で、駐輪場をご利用下さい。
自走不能な自転車につき

アイヌの方を
対象とした職業相談会

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

4割以上

問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１５２・１５３）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６）

全体

13

16％

11

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

kW

入札参加資格審査申請

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
①１月９日㈯
時 分～ 時 分
②１月 日㈯
時 分～ 時 分
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
00

廃棄物（廃材、剪定した
庭木、家庭ごみなど）を野
外 で 焼 却 す る 行 為（ 野 焼
き）は、一部の例外を除き
法律で禁止されています。
また、野焼きは煙などで
周囲に迷惑をかけるだけで
なく、ダイオキシン類など

する方
毅育成医療
歳未満の児童のうち疾
病等により治療を行わない
と将来にわたって障がいが
残るものと認められ、治療
により確実に効果が期待で
きる方
毅精神通院医療
医師より精神疾患と診断
され、継続的な通院が必要
となる方
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１５２・１５４）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６）

特別児童扶養手当

00

人権侵害問題

。
願
協力

11

28

18

出典：資源エネルギー庁推計

暖房、電気カーペット 6％

照明、冷蔵庫、

、食器洗 乾燥機、
炊飯器、洗濯・乾燥機、
温水洗浄便座 15％

9％
電気

冷蔵庫

待機電力 7％

、引 続

15

拉致容疑事案をはじめと
する北朝鮮当局の人権侵害
問題に関する国民の関心を
高めるとともに、国際社会
と連携しつつ北朝鮮による
人権侵害問題の実態を解明
し、その抑止を図りましょ
う。
問合せ／静内警察署
☎４３‐０１１０

28％

19％
その他

。

テレビ

節電
組

取
範囲 、
無理
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、多重的 対策

照明、冷蔵庫、
等 中心 、普段 使
電気製品
節電
協力
願
。 、外出 際
待機電力等 削
減
願
。
家庭
冬 19時 平均 約1,0００Ｗ
電力 消費
、照明、冷蔵庫、
。外出中 場合
4割以上 占
、冷蔵庫、温水洗浄便座、待機電力等
、
平均 約250Ｗ 電力 消費
。

迷惑
、 不便
客

照明

冬
家庭
消費電力（19時）

冬季

特殊性 踏

出典：資源エネルギー庁推計

、万 一 電力需給

協力
電気製品
講

、
電力融通 制約

8

）

40

00 16 00

18

生命、安全 脅
、国民
迫

、厳寒
大
影響
与

家庭

停止 予備率
発電所1機

節電
可能性

24 時

21
16 18
12

8
6
0

21 時
時間帯
願
節電

8時

21 時

●特
家庭
、電気
使用 増
協力
夕方以降（16時〜21時） 時間帯 節電
願
。
●
、 冬 需要
見込
定着節
電量 水準（2010年度最大電力比：▲5.9%） 目安
節電
願
。
●冬季 北海道 夜間 電力需要 高 水準
、上 記 以 外 時 間 帯
、可 能
範囲
節電
願
。

、北海道 他電力

除 。
31日（木）
※12月29日（火）

、電力 安定供給

平日 時〜

。
見通
確保

供給予備率
最低限必要

12 月1 日（火）〜3 月31 日（木）
電力需給対策 最大限取 組

方
電気 使
家庭
平日
冬 北海道

10

10

14

00

町と日高中部衛生施設組
合では、平成 年度（中間
年審査）の建設工事等に係
る競争入札参加資格審査を
次の日程で行います。
詳細は町ホームページで
公表しております。
と き
１月７日㈭～ 日㈮
（土・日・祝日を除く）
ところ
静内庁舎契約管財課
提出方法／持参提出のみ
問合せ
静内庁舎契約管財課
☎４３‐２１１１
（内線２３６）
日高中部衛生施設組合事
務局（静内庁舎生活環境
課内）
☎４３‐２１１１
（内線１２９）
28

12

特別児童扶養手当は、精
神または身体に障がいを有
する児童の保護者に給付す
ることで、児童の福祉を増
進するための手当です。
対象となる児童は、身体
障害者手帳１～３級、知的
障害中程度以上若しくはこ
れらに準ずる児童です。
詳しくはお問い合わせ下
さい。

22

10

18

12 26

願
節電
家庭

（

家庭 節電
願
期間・時間帯
、
冬

理解
弊社事業
平素

。
賜 、厚 御礼申 上

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

一般事務職員
（臨時職員）
町税等徴収職員
（嘱託職員）
環境衛生業務作業員
（嘱託職員）

人数 任用期間

応募資格

必要書類（各１通）

10名 ６か月～ 高校卒業以上の学歴を有する者または高 ・履歴書（上半身写真貼付）
１年間 校卒業程度認定試験合格者で健康な方 ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
１名

高校卒業以上の学歴を有する者または高 ・履歴書（上半身写真貼付）
１年間 校卒業程度認定試験合格者で普通自動車 ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
免許（ＡＴ限定可）を有する健康な方 ・運転免許証の写し

１名

高校卒業以上の学歴を有する者または高 ・履歴書（上半身写真貼付）
１年間 校卒業程度認定試験合格者で普通自動車 ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
免許（ＡＴ限定不可）を有する健康な方 ・運転免許証の写し

乗馬指導員
【ライディングヒルズ静内に勤務】 １名

（嘱託職員）

高校卒業以上の学歴を有する者または高
校卒業程度認定試験合格者で日本馬術連
盟騎乗者資格Ｂ級以上または全国乗馬倶 ・履歴書（上半身写真貼付）
楽部振興協会ブリティッシュ初級指導者
１年間 以上の資格を有するか乗馬関連学校を卒 ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
・運転免許証の写し
業した者または３年間以上の馬術経験者 ・資格を証する書類の写し
で普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有し
自家用車で通勤できる健康な方
高校卒業以上の学歴を有する者または高 ・履歴書（上半身写真貼付）

保育士

る、健康な方

（保育士資格を有する者のみ）

・履歴書（上半身写真貼付）
６か月～
高校卒業以上の学歴を有する者または高
・最終学歴の卒業証明書（見込含）
【特別養護老人ホーム静寿園に勤務】 15名
１年間 校卒業程度認定試験合格者で健康な方 ・資格を証する書類の写し
（臨時職員）
（有資格者のみ）
施設介護員

大型自動車運転手
【スクールバス等の運転】 １名

（臨時職員）

・履歴書（上半身写真貼付）
・運転免許証の写し
・運転記録証明書（５年分）

９か月 静内ハウス団地まで通勤できる健康な方 ・履歴書（上半身写真貼付）

（パートタイム職員）
毅採用予定年月日
毅応募締切
毅試験期日
毅試験方法
平成28年４月１日
１月21日㈭必着
別途通知する日（２月中旬予定）
面接試験（必要に応じ、作文試験）
毅応募先（問合せ）
静内庁舎総務課
〒056‐8650 新ひだか町静内御幸町３丁目２番50号 ☎43‐2111（内線215）
三石庁舎地域振興課 〒059‐3195 新ひだか町三石本町212番地
☎33‐2111（内線108）

50

６か月～
１年間

20
25

20

48

毅採用予定年月日
毅応募締切
平成28年４月１日
１月29日㈮必着
毅応募先（問合せ）
町立静内病院
〒056‐0004
町立三石国民健康保険病院 〒059‐3108

25
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毅試験期日
別途通知する日（２月中旬予定）
新ひだか町静内緑町４丁目５番１号
新ひだか町三石本町214番地

毅試験方法
面接試験
☎42‐0181
☎33‐2231

26

30

20

半身写真貼付）
②最終学歴の卒業証明書
③資格を証する書類の写し
応募締切
１月 日㈮（必着）
試験内容／面接試験
試験期日／別途通知する日
（２月上旬予定）
応募先（問合せ）
〒０５６‐００１４
新ひだか町静内古川町１
丁目１番２号
教育委員会管理課
☎４９‐００８８

看護助手

高校卒業以上の学歴を有する者または高 ・履歴書（上半身写真貼付）
校卒業程度認定試験合格者で夜間勤務が
・最終学歴の卒業証明書（見込含）
でき通勤できる健康な方

28

国有林モニター

１名 ６か月～
１年間

【町立三石国保病院に勤務】 ３名

（臨時職員）

20

募集人数／ 名
依頼期間／４月～平成 年
３月までの２年間
依頼内容／国有林や森林・
林業に関するアンケート
への回答など
応募資格／北海道にお住ま
いで国有林に関心のある
満 歳以上の方
募集期限／２月 日㈮必着
応募方法／必要事項を記入
の 上、 郵 送・ Ｆ Ａ Ｘ・
メールで応募下さい。
応募先（問合せ）
北海道森林管理局
☎ ０１１‐６２２‐５２２８

（臨時職員）

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
三石旭町Ａ
２‐１Ａ棟１号
３ＬＤＫ
19,100～28,500
68.80
有
水洗
Ｈ２
三石旭町Ａ
11Ｃ棟11号
２ＬＤＫ
20,000～29,800
57.70
有
水洗
Ｈ11
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109号
２ＬＤＫ
20,500～30,500
67.70
有
水洗
Ｈ８
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。

※町外者は適用されません
申込期限／１月 日㈬
申込み（問合せ）
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１
（内線１５８・１５９）

【静内地区ハウス団地に勤務】 ８名

看護助手

29

31

ハウス団地作業員

【町立静内病院に勤務】

12

町パートタイム職員

高校卒業以上の学歴を有する者または高
６か月～
校卒業程度認定試験合格者で危険物取扱 ・履歴書（上半身写真貼付）
１名
１年間 者免許（丙種または乙類第４類）を有す ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
・危険物取扱者免許証の写し
る健康な方

27

毅特別支援教育支援員
採用人数／若干名
採用年月日
平成 年４月１日（予定）
任用期間／１年間（継続し
て雇用する場合もあり）
勤務場所／町内の小中学校
勤務時間／週 ～ 時間程
度（原則、土・日・祝日、
長期休業期間（春・夏・
冬休み）は休日）
業務内容／学校長の指示に
従い、学習支援や日常生
活上の介助に関するこ
と、学校行事における支
援に関すること（宿泊を
伴う場合を除く）など
応募資格／教員免許、幼稚
園教諭、保育士のいずれ
かの資格を有する（３月
日までに取得可能な方
を含む）健康な方
応募書類／各書類１通
①履歴書または応募票（上

小中学校公務補
（臨時職員）

６か月～
１年間 大型１種免許を有する健康な方

15

28

農業実習生

（臨時職員）

21

町農業実験センター及び
町和牛センターで農業経営
に必要な知識、技術等を身
に着ける農業実習生を募集
します。
対象者／農業に対して明確
な目的などを有し、町内
での就農・就労を目的と
する概ね 歳以上 歳以
下の方
※町外者については、本町
の農業振興に寄与できる
と認められる方
実習場所及び定員
町農業実験センター２名
町和牛センター１名
実習期間／２年以内
※各センターの実習内容な
どにより変動があります。
実習内容
毅町農業実験センター
花き及び野菜の栽培、流
通、販売、土壌改良など
毅町和牛センター
肉用牛の繁殖やほ育、肥
育、出荷など
日当・助成／実習生の労働
は研修の一部ですが、就
農意欲の向上及び養成費
として町長が定める額を
支払います。

【静内地区の常設保育所また
６か月～ 校卒業程度認定試験合格者で保育士の資 ・最終学歴の卒業証明書（見込含）
は子育て支援センターに勤務】 ３名 １年間 格を有するまたは児童福祉に熱意を有す ・資格を証する書類の写し

１

公営住宅入居者

募集職種

新ひだか町職員募集

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
月下旬（予定）
申込期間／平成 年 月
日㈫～平成 年１月８日
㈮
申込み（問合せ）
静内庁舎建設課
（内線２７０・２７１）
☎４３‐２１１１
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）

平成28年度

▼

▼

情報ボックス

15

shinhidaka

2016‐１

24

まなびの広場

情報ボックス

00

●旧川合小学校（静内川合108番地）

から高校３年生までの児
童、生徒
募集人数／１日５名以内
参加料／無料
申込期間／ 月１日から随
時受け付け（先着順）
申込み（問合せ）
ライディングヒルズ静内
☎４２‐１１３１

żૼƻƩƔထᏋۀՃ˟Ž

27

shinhidaka

2016‐１

地
舎

17,334㎡（グラウンド含む）
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
舎

30,570㎡（グラウンド含む）
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

20,632㎡（グラウンド含む）
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

▼

地
舎

▼
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その他／そりをお持ちの方
は持参願います。
事務局で温かい飲み物や
昼食（ジンギスカン等）
を用意します（おにぎり
等は、ご持参下さい）
駐車スペースに限りがあ
るため、乗り合わせのご
協力をお願いします。
申込み（問合せ）
／新ひだか
町子ども会育成連絡協議
会事務局（町公民館内）
☎４２‐００７５

䖪 㟼ෆ䝣䜷䞊䜽ᮧ 䖪

敷
校

12

と き／２月７日㈰
８時 分（集合）
とこ ろ ／ 道 道 平 取 静 内 線
「聖心台牧場入口」向か
い側の採草地
※雪不足の場合は、桜丘小
学校体育館で運動会
対象者／町内にお住まいの
幼児から中学生までの児
童・生徒とその保護者
内 容／そり遊びやみかん
拾い、人間ばんば、宝探
しなど
参加料／１００円（保険料）
申込期限／２月１日㈪まで

䖪㻌 䜋䛳䛸䡡䝍䜲䝮㻌 䖪

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

【問合せ】静内庁舎契約管財課

45
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25

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。

14

第９回雪んこまつり
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30

町子ども会育成連絡協議
会では、次のとおり「雪ん
こまつり」を開催します。

Ⅲ↝୴םଷɦⅻ↹ൢ᠉↚૨҄↚↤↻ⅱ→↕↮↭↊⇂ⅺ≢Ⅳ‒
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60

12

▼

30

毅初乗り会
と き／１月７日㈭
時 分～ 時 分
対象者／乗馬体験希望者
参加料／無料
定 員／ 名程度
（先着順）
内 容／１人３分程度の体
験乗馬
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

00

ジュニアボランティア

ライディングヒルズ静内
では、ボランティア活動を
通して広く社会性を養うこ
とを目的にジュニアボラン
ティアを募集します。
と き／土・日・祝日及び
長期休暇中の９時 分～
時 分のうち都合の良
い時間
内 容／ライディングヒル
ズ静内における施設の維
持管理作業のお手伝い
対象者／ボランティア活動
に関心のある小学５年生
12

40

11

14

▼

90

23

30

高齢者共同生活施設
やまびこ入居者

30

11

募集部屋数／１室（１人用）
対象者／ 歳以上で、一人
で生活することへの不安
や自炊できないなどの身
体的機能の低下が認めら
れる方で、町税等を滞納
していない方
施設概要／全個室で、キッ
チン、電磁調理器、トイ
レなど備え付けで浴室、
洗濯室は共用です。
食 事／食堂で朝、昼、夕
の３食を提供します。
利用料金／月額４５，００
０円～５５，０００円
※ 月～３月は暖房料２，
５００円が加算されます。
※料金は、前年度の収入状
況などで変わりますの
で、詳しくはお問い合わ
せ下さい。
申込期間／ 月 日㈮～１
月 日㈭まで（申込多数
の場合には抽選する場合
もあります）
申込み（問合せ）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１５）

30

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

11

16

10

乗馬教室

00 16

毅町民子ども乗馬体験教室
と き
１月９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
１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

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
2,054.71 住宅専用地域
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
５ 静内春立176番４
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

【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）
shinhidaka

2016‐１
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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

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
HP http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
E-mail shinhidaka-museum@car.ocn.ne.jp

ĲĲĸ

町内博物館のご案内

博物館 特別展
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」１月28日㈭まで。２月２日㈫か
らは博物館収蔵資料展開催。

ミュージアムレポート

アイヌ民俗資料館

アイヌ刺繍教室終了

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

12月１日から4月30日
まで冬季休館します

年末年始の休館日
12月31日～１月５日

‐

三石郷土館

ピュアプラザ
町民ギャラリー

９月から11月の間、10回にわた 「開拓使文書からみた
り、其浦千秋氏を講師に、アイヌ
新ひだかの人びと」を開催
刺繍教室（鉢巻きづくり）を開催
11月28日㈯、静内郷土史研究会長の山田
しました。参加者全員、作り上げ
一孝氏を講師に、開拓使文書の解読に挑戦
ることができました。
しました。解読作業から、身近な歴史を知
ることができました。

平成27年11月24日をもって
閉館しました。

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

40年間、ありがとう
ございました。

年末年始の休館日
12月31日～１月５日

博物館

̺ͤ͢܁

第２回古文書教室

新ひだか町図書館
本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

「読書手帳」ができました！

●人魚の眠る家／東野圭吾（本館・分館）
子どもたちに、読んだ本の記録を付けてもらう「読書手帳」
●墓標なき街（百舌シリーズ６）／逢坂剛
ができました！ご希望の方は図書館窓口にお尋ね下さい。
●戦後70年北海道と戦争（下）
「こども豆まき会」１月30日㈯
●日経平均の読み方・使い方・儲け方
13時30分～14時30分 図書館本館
●子どもの着ぐるみ服 かわいさ満点
入場無料・申込不要
●聞く力、話す力 インタビュー入門（14歳の世渡り術）
「１月の企画展示」図書館本館
【ＣＤ １月・２月新着】
一般書「鉄路の記録～機関車からディーゼルまで」
● Japonism（通常盤）／嵐
児童書「おさるの本」
●メイド・イン・ザ・A.M.－デラックス・エディション／ワン・ダイレクション
第３回新ひだか町図書館開館記念 コミュニティ助成事業
●レジェンド（通常盤）／五嶋龍
「カガクで遊ぼう！おもしろサイエンスショー＆
どきどきサイエンスワークショップ」参加者大募集！

三石分館新着情報

●おっかなの晩／折口真喜子
●ユートピア／湊かなえ
●人生が豊かになる色彩心理／宮田久美子
●文藝春秋オピニオン2016年の論点／文藝春秋
●マンガでわかる大人の ADHD コントロールガイド／福西勇夫
【児童書】
●火の降る夜に桜舞う（くのいち小桜忍法帖２）／斉藤洋
●名探偵コナンKODOMO時事ワード2016／読売KODOMO新聞編集室
【ＤＶＤ】
●こびと大研究
●アーサーとミニモイの不思議な国
●おしん完全版 第30・31巻
（※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！）

１月の休館日
12・18・25日㊊㊋㊍
館 虞 29日㊎（資料整理日）
三石分館 虞 10・12・17・18・24・25・31日㊐㊊㊋
年末年始 虞 12月31日㊍～１月５日㊋
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と

天体教室
（全３回）

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

29日㊎（資料整理日）

文化

と
き：２月20日㈯13時30分～15時40分
と こ ろ：図書館本館
講
師：NPO 法人北海道科学活動ネットワーク会員・
札幌市立北郷小学校教諭 前崎彰宏氏
対
象：小学生（保護者同伴可）先着60名
参 加 費：無料
申込期間：１月６日㈬～２月10日㈬
問 合 せ：図書館本館 ☎42‐4212

１月の読み聞かせ
毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け） 毅
【日時】９・16・23日㊏

10時30分～

毅【場所】本館 おはなしのへや

毅

毅 はまなす文庫

毅

【日時】22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】９・16・23・30日㊏

毅【場所】三石分館 えほんのへや

13時00分～

き

ところ
講 師
定 員
参加料

星や星座にまつわる神話や天体観測を
とおして冬の夜空の楽しみ方を学びます。

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

本

町公民館主催事業

講
座

１月29日、２月５日、12日
いずれも金曜日
19時00分～20時30分
町公民館
島田哲也さん
20名
無料

【静内会場】
と き ２月７日、２月14日、28日
いずれも日曜日
10時00分～11時30分
ところ 町公民館
その他 託児があります
【三石会場】
と き １月29日、２月５日、19日
いずれも金曜日
19時00分～20時30分
ところ みついしふれあいプラザ
講 師 中里美紀さん
定 員 各20名
参加料 無料

冬の運動不足
解消作戦
（いずれも全３回）
冬の運動不足を解消するためにヨガ、
ピラティス、筋トレ等を体験します。

親子で
そば打ち！
（全１回）
申込方法

と

き

ところ
講 師
定 員
参加料

１月31日（日）
10時00分～12時00分
町公民館
手打ち蕎麦研究会
会
親子15組
１人500円

１月12日（火）９時00分から22日（金）
まで町公民館窓口またはお電話にて
受け付けします。いずれも定員にな
り次第締め切ります。
町公民館 ☎42‐0075

毅
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すこやか

今年度最後の検診です

静内保健福祉
センターで
実施する

検査 ･ 健診 ･ 相談１月

受けないなんて、 もったいない！ 今すぐご予約を！！
会場：静内保健福祉センター（静内緑町４丁目５番１号）
検診日・受付時間

検診名・検診内容

料金

対象者（年齢は H28. ３.31現在）

胃がん検診

胃バリウム検査

1,900円

肺がん検診

胸部レントゲン検査

600円

便潜血反応検査

700円

大腸がん検診

２月６日（土） 肝炎ウイルス検診

特定健診
後期健診
前立腺がん検診

２月15日（月） 乳がん検診
８時30分～10時00分
12時30分～13時00分
子宮がん検診
までの６段階

※５年以内に受けていない方

血液検査、尿検
査、血圧測定、
身体計測、診察

無料

新ひだか町国民健康保険に加入してい
る40歳以上の方

無料

後期高齢者医療制度に加入している方

血液検査

2,060円

おおむね50歳以上の町民の方

視触診及び
2,200円（50代以上）満40歳以上の町民で、昨年度、町が助
マンモグラフィー検査 2,600円（40代）成する乳がん検診を受けていない方
頸部がん検診
2,100円
満20歳以上の町民で、昨年度、町が助
（頸部細胞診）
成する子宮がん検診を受けていない方
経膣超音波検査
1,030円

●今年度40歳を迎える方（昭和50年４月１日～昭和51年３月31日生）や生活保護を受給されている方は、胃・肺・大腸・
乳・子宮がん検診、肝炎ウイルス検診、エキノコックス症検診が無料です。
●大腸・乳・子宮がん検診、肝炎ウイルス検診については、国の推進事業対象の方は無料となります。
●新ひだか町国民健康保険以外の方で、加入者本人以外のご家族（40歳以上）については、特定健診とがん検診の
同日実施が可能な場合がありますので、ご相談下さい。
●各検診とも年度内１回の受診となります（乳・子宮がん検診は２年に１回の受診間隔）。

対象
４～６歳児
４～６歳児
４～６歳児
４～６歳児
１～３年生
４～６歳児
４～６歳児
４～６歳児
４～６歳児

開始時期
平成24年10月
平成24年11月
平成24年11月
平成26年１月
平成26年７月
平成26年５月
平成26年５月
平成27年６月
平成27年11月

※三石小学校では、今後段階的に全学年対象を予定しています
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満１歳～
満２歳未満

小学校就学前

の方々が対象です！
麻しんはウイルス性の感染症です。感染力が非常に
強く、感染すると重い症状が出る場合もあります。
麻しんの感染を予防するためには、予防接種を受け
ることが最も効果的だと言われています。この機会に、
ぜひ予防接種をお受け下さい。
《対 象 者》第１期：満１歳～満２歳未満のお子さん
第２期：小学校就学前のお子さん
（平成21年４月２日～平成22年４月１日生）
《接種期間》第１期：対象年齢の間
第２期：平成28年３月31日まで
《料
金》無 料
※上記接種期間を過ぎると、接種料金は自己負担となります。

《持 ち 物》母子手帳
予診票（お手元にない場合はお問い合わせ下さい）
《接種場所》下記の医療機関で直接予約をして受けて下さい。
町立静内病院
町立三石国保病院
静仁会静内病院
山田クリニック
中村脳神経内科クリニック
【お問合せ】 静内保健福祉センター ☎42‐1287
三石保健センター
☎33‐2233

14日 ( 木 )
・８時45分～10時30分
・12時30分～13時30分

H26年５月生
H24年11月生

すぎやま ひろと くん（５歳）

※７か月児健診対象のお子さ
んはＢＣＧ予防接種がある H27年６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
12か月児健診 により、絵本をお渡ししま H27年１月生
す。

７か月児健診

歯科健診

12日(火)
H26年６月生
・12時50分～13時50分 H25年１月生

１

どい るな ちゃん（５歳）

26日 ( 火 )
27日 ( 水 )
・９時00分～11時00分
・13時00分～16時30分
フッ素塗布

※２月のフッ素塗布の H21～25年６月生
日程が変更になりま H21～25年12月生
す。対象の方には個
別にお知らせします。
２月23日（火）、24日（水）

まつだ たくま 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）

２月22日（月）、23日（火）
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・栄養士
・９時00分～17時00分
歯科衛生士

１歳６か月児健診
３歳児健診
フッ素塗布

13日 (水)
・12時30分～

H26年５月12日～
H26年７月13日生
H24年11月12日～
H25年 １月13日生

20日 (水)
・13時30分～17時00分

健 康 相 談 毎週月曜日～金曜日 乳幼児から
（保 健 師） ・９時00分～17時00分 お年寄りまで
静内保健所
☎４２‐０２５１

施設名
三石 本桐保育所
歌笛保育園
青葉保育園
延出保育所
三石小学校
静内 静内保育所
東静内保育所
マーガレット学園
豊畑地域保育所

の接種はお済ですか？

象

⇒

フッ化物洗口実施施設

麻しん風しん混合ワクチン

対

28日 ( 木 )
４か月児健診 ・８時45分～10時30分 H27年９月生
・12時30分～13時30分

◆◆お問合せ・お申込み先◆◆
静内保健福祉センター ☎42‐1287

三石保健センター
☎３３‐２２３３

むし歯予防に効果があるとされる「フッ化物洗口」が、
豊畑地域保育所でも11月16日より希望した４～６歳の
園児を対象に開始されました。フッ化物には「歯の再
石灰化を促進する」「むし歯菌の出す酸で歯が溶けるの
を防ぐ」など歯の質を強くする働きがあります。

３歳児健診

※今まで肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

小学３年生以上の町民の方

間

どい みすず ちゃん（５歳）

満40歳以上の町民の方

300円

豊畑地域保育所フッ化物洗口開始

実施日・時

１歳６か月児健診

血液検査

～むし歯に負けない強い歯をつくる～

事

満40歳以上の町民の方

900円

個人負担分（一部の検診を除く）については、
「健康づくり商品券」 の対象になります。

行

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

７時00分～10時00分
エキノコックス症検診
までの７段階

会場

すこやか

すこやか

ひきこもりや精
８日 ( 金 )
こ こ ろ の ・13時30分～15時30分 神的な不安、悩
みのある方
健 康 相 談 ※１月４日㈪まで
の申し込みが必要 ＊予約制
不妊、思春期、更
27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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今日から実践！
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❖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）
４・６・11・13・18・20・25・27日（毎週月・水曜日※11日は祝日のため17時00分～）
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）
９・10・23・24日
日曜日昼間外科（９時00分～17時00分）
10・24日（毎月第２、４日曜日）

❖町立三石国保病院

祝日内科（９時00分～17時00分）
11日（月）

休日・夜間時間外急病患者診療❖

☎ 33‐2231

全日程
※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。
※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

ġġˍ
温泉バス（静内地区）
日

曜日

６

水

７

木

８

金

13
14
15

水
木
金

19

火

20

水

21
22
26
27
28

木
金
火
水
木

29

金

コミュニティバス（三石地区）
地

区

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
市街地・真歌・入船町
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
市街地・真歌・入船町
田原・豊畑
御園・農屋・桔梗親和
東静内・浦和
川合・西川
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
春立・東別
市街地・真歌・入船町
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
市街地・真歌・入船町
市街地・真歌・入船町
田原・豊畑
東静内・浦和
春立・東別
御園・農屋・桔梗親和
川合・西川

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

33

shinhidaka

2016‐１

曜日

日

行き先

地

区

４・18 静内方面 稲見・川上・清瀬・
月
25

12・26

水

木

歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・
浦河方面 東蓬莱

・歌笛・谷地・
６・20 静内方面 稲見
本桐・蓬栄・富沢・

13・27

豊 岡・ 西 蓬 莱・
緑ヶ丘公営住宅・
浦河方面 旭町公営住宅

内

歩行機能の衰えを防ぐために、身
体のバランス機能を高める筋力
容
アップの運動、ストレッチ体操を
中心に行います。

～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～

❷ヘルスアップ講座 in みついし
❸生活習慣病学習会
～効果実感！カンタン、楽しく、
～検診結果と効果的な運動～
長続き お家でできる運動～
新ひだか町にお住まいの方（年齢問わず）
※１月のヘルスアップ講座は、若返り大作戦参加者も申し込みできます。
冬の運動不足を解消したい方、正 血液データ改善を目指した運動方
月に増えた体重を減らしたい方、 法を紹介します。血糖値や中性脂
気分転換したい方、どなたでも気 肪などが気になる方、生活習慣病
軽にご参加下さい。お家でできる における運動の効果を考え、体験
簡単な運動を紹介します。
する機会として気軽にご参加下さい。

健康運動指導士 長谷川 拡介 氏
健康運動指導士 長谷川 拡介 氏
健康運動指導士 西村 真有美 氏
スタッフ
社会福祉士・保健師
保健師
１回目 １月 ６日（水）
２回目 １月15日（金）
日
程
１月７日（木）
１月12日（火）
３回目 １月20日（木）
※３回のうち、２回をお選び下さい。
時
間
10時00分～12時00分
18時00分～19時30分
19時00分～20時30分
と こ ろ
静内保健福祉センター
みついし昆布温泉「蔵三」
静内保健福祉センター
申 込 み
12月25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 静内保健福祉センター☎42‐1287
申 込 先
地域包括支援センターみついし
三石保健センター
☎33‐2233
☎33‐2911
飲み物（水分補給用）
・動きやす
持 ち 物 飲み物（水分補給用）
・動きやすい服装と靴
い服装・血液データ（お持ちの方）
持病のある方は、主治医にご相談の上、お申し込み下さい。
お 願 い
股関節や膝などを手術した方、人工関節の方は事前にお申し出下さい。
師

マ
マタニティクラブのご案内
内
育児のプ
の
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）
。
妊婦・赤ちゃん編
☆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）

栄

養

編

☆すぐ役立つ！
ママと赤ちゃんの栄養
（調理、ランチつき）

歯科編・妊婦体操
☆マイナス０歳から
の虫歯予防
☆妊婦体操

出 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）

先輩ママ編
☆先輩ママの出産・
育児体験記
（先輩ママと赤ちゃ
んが来所）

７・21 静内方面 福 畑・ 富 沢・ 豊
14・28 浦河方面

金

65歳以上の方で介護保険の要介護・
要支援の認定を受けていない方

象

歌笛・庄内・谷地・
美 野 和 の 一 部・
浦河方面 本桐・鳧舞

５・19 静内方面 稲見・川上・清瀬・
火

❶高齢者向け運動教室
～若返り大作戦～

対

講

町立三石国保病院

みんなの健康講座

岡・西端・越海町・
港町・本町

野 和・ 歌 笛 市
８・22 静内方面 美
街・ 久 遠・ 本 桐

15・29

シュムロ・福畑・
豊 岡・ 西 蓬 莱・
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

講
日
時

出 産 編
先輩ママ編
栄 養 編
歯科編・妊婦体操
座 妊婦・赤ちゃん編
２月 ３日（水）
２月 ５日（金）
２月 ８日（月）
２月10日（水）
程 ２月 １日（月）
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

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
準 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）
場 所 静内保健福祉センター（静内緑町４丁目５番１号）
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１月28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 ☎ 42‐1287

持ち物

母子健康手帳

母子健康手帳
エプロン
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人のうごき
人

口

23,813人（－ 19）

男

性

11,567人（－ 18）

女

性

12,246人（－ １）

数

11,936世帯（＋ １）

世

帯

◆１月の主な行事◆

平成27年11月30日現在（ )内数字は前月比

おめでた・おくやみ
（12月10日まで届出分・敬称略 )

５日（火）
三石消防出初式（三石消防庁舎）
６日（水）
新年交礼会（静内エクリプスホテル）
７日（木）
静内消防団防災祈願セレモニー（ピュア前広場）
連合消防出初式（静内地区、静内神社ほか）
わんぱくチャレンジスクール「冬の日の風景」
（～９日、国立日高青少年自然の家）
10日（日）
第10回新ひだか町成人式（町公民館）
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火災・救急出動状況

平成27年11月30日現在 (

) 内は前年同期件数

区

分

火 災 件 数

救 急 件 数

11

月

０件 （１)

79件 （74)

１月から11月
までの累計

11件 （10)

888件 （944)

行
発
日

【火事・救急・救助は】

117

巻
通
■

ただちに119番へ！
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交通事故発生状況

平成27年11月30日現在 (

) 内は前年同期件数

区

分

発生件数

死

者

傷

者

11

月

２件 （６)

０人 （０)

２人 （７)

１月から11月
22件（40)
までの累計

０人 （１)

26人 (52)

『北海道飲酒運転の根絶に関する条例』平成27年12月１日施行
「飲酒運転をしない、させない、許さない」社会を
実現しましょう

～交通災害共済加入受付中～
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

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

