▼

▼

（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）

保険料率の改定
協会けんぽ北海道支部で
は、平成 年３月分（５月
２日納付期限分）から、健
康保険料率を ・ ％（プ
ラス０・０１％）
、介護保険
料 率 を １・５ ８ ％（ 据 え 置
き）といたします。
厳しい経済状況の中では

ございますが、なにとぞご
理解をいただきますようお
願い申し上げます。
問合せ／全国健康保険協会
北海道支部
☎ ０１１‐７２６‐０３５２

税務署からのお知らせ
平成 年分の所得税及び
復興特別所得税並びに贈与
税の確定申告書の提出期限
は３月 日㈫、消費税及び
地方消費税（個人事業者）
の確定申告書の提出期限は
３月 日㈭です。
期限間近になりますと、
税務署は大変混雑しますの
で、確定申告書は「前年の

申告書控え」や「確定申告
持参して下さい）。
の手引き」を参考にご自分
ま た、 税 務 署 の 閉 庁 日
で作成し、お早めに提出し
（ 土・ 日・ 祝 日 ） は、 税 務
て下さい。
署での確定申告の受付は
確 定 申 告 書 は、 国 税 庁
行っておりませんので、ご
ホームページの「確定申告
注意下さい。
書等作成コーナー」で作成
問合せ／浦河税務署
し、印刷して郵送等により
☎ ０１４６‐２２‐４１３２
提出することができます。
初めての方でも操作がし
静内川上流ダムの放流
やすい画面となっておりま
すので、ぜひご利用下さい。
ほくでんでは、静内川上
なお、税務署などの確定
流の春別（しゅんべつ）ダ
申告会場にお越しの際に
ム及び双川（ふたかわ）ダ
は、「前年の申告書控え」、
ムから河川に放流する場
確定申告に必要な書類及び
合、川の中や川の近くにい
印 鑑 を ご 持 参 下 さ い（「 確
る人に対し、スピーカーか
定申告のお知らせ」が届い
ら「上流ダムからの放流開
ている方はそのお知らせも
始と安全な場所への移動」

▼

▼

入札参加資格審査申請
町では、平成 年度の工
事請負契約に係る経常建設
共同企業体の競争入札参加
資格審査を次の日程で行い
ます。
経常建設共同企業体とし
て、競争入札に参加するた
めには、資格審査申請を行
い、新ひだか町競争入札等
参加資格者名簿に登録され
ていることが必要です。
詳細は町ホームページで
公表しています。
と き
２月 日㈬～３月８日㈫

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

集しています。
皆様からのお手紙を、お
待ちしております。
募集期限／６月６日㈪必着
応募方法／住所、氏名、電
話番号、性別、年齢、思
い出の場所・風景、エピ
ソードを記入し、郵送ま
たはファックス等により
提出して下さい。
※番組ホームページの投稿
フォームからも応募でき
ます。
応募先（問合せ）／ＮＨＫ
「こころ旅」係
〒１５０‐８００１
（住所不要）
☎ ０５７０‐０６６‐０６６
０３‐３４６５‐１３２７

ホームページ
http://www.nhk.or.jp/
kokorotabi/
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に、この機会に認知症の基
本について一緒に考えてみ
ませんか。
認知症の初期症状や、検
査の内容など、気になる事
をわかりやすくお話いただ
きますので、お気軽にご参
加下さい。
と き／３月 日㈫
時 分～ 時 分
ところ
静内保健福祉センター
内 容／認知症の症状と診
断～検査方法について
講 師／臼井鉄郎氏（医療
法人社団 静和会 石井病
院 医師）
参加料／無料
申込み／会場準備の都合が
ありますので、参加希望
の方はご連絡下さい。
申込み（問合せ）
町地域包括支援センター
☎４３‐１１１１

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

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
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ほのぼのカフェ学習会

【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 ３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
確定申告が始まりました。期日は３月16日までです。必要
な書類を早めに準備し、正しい申告をしましょう。

※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 29

28

27

15

00

定期相談３月
この度、認知症について
の理解を深め、支え合える
関係づくりを目的として、
ほのぼのカフェ（認知症カ
フェ）学習会を開催いたし
ます。
住み慣れたこの町で誰も
が安心して暮らせるよう

３月17日㈭

「こころの風景」と
エピソードの募集
ＮＨＫでは、俳優の火野
正平さんが旅人となり、視
聴者から寄せられた「ここ
ろの風景」の手紙をもとに
ルートを決め、自転車で東
京都から北海道を目指す
「にっぽん縦断こころ旅」
の番組をＢＳプレミアムで
放送しています。
７月放送の北海道ロケに
あたり、「なにげない風景」
「思い出の風景」「忘れられ
ない風景」など、あなたに
とっての大切な風景とそれ
にまつわるエピソードを募

３月３日㈭

納期内に納入を
お願いします。

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 ３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

町長三石在庁日
３月の税務日程

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、３月の日程は次のとおりで
すので、来庁を希望される方は、事前に下記までお問い合
わせ下さい。
なお、件数によっては、時間を調整させていただく場合
があります。
【今月の納期】
・保育所負担金（３月分）
・町営住宅使用料（３月分）
・学校給食費負担金（３月分）

14

認知症カフェとは。
。。。
厚生労働省では、「認知症の人と
家族、地域住民、専門職等の誰も
が参加でき、集う場」と定義して
います。
自分は認知症ではないかと不安
を抱く人や、初期の認知症の人や
家族、または認知症が進行しつつ
も地域で暮らしている人、その人
を支えているすべての人が気軽に
立ち寄れ、集える場とし、町内さ
まざまな場所での開設を推進して
います。

28

相談は無料です
℻

24

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
年金相談（予約制）
と き 24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 ９日㈬、23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 ２日㈬、７日㈪、９日㈬、
14日㈪、16日㈬、23日㈬、
28日㈪、30日㈬
13時30分～15時30分
ところ ひだか弁護士相談センター
（御幸通りピュア斜め向い）
予約先 ☎42‐8373
（平日10時00分～16時00分）
手話相談
と き ２日㈬、16日㈬
10時30分～12時00分
※手話講習 13時00分～15時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
アイヌの方を対象とした相談会
と き ５日（土）14時00分～15時00分
12日（土）10時00分～11時00分
ところ ５日緑町生活館
12日花園生活館
予約先 ハローワークしずない
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
月

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

子ども医療費助成 健康づくり商品券

▼

▼

特別養護老人ホーム静寿園備品購入資金として
稲葉敏實（静内中野町）
特別養護老人ホーム静寿園へ
布類／新ひだか町静内身体障がい者福祉協会女性部（部長 志賀絹子）
おしぼり等／新ひだか町商工会女性部（部長 半田むつみ）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
おしぼり等／新ひだか町商工会女性部（部長 半田むつみ）
介護老人保健施設まきばへ
おしぼり等／新ひだか町商工会女性部（部長 半田むつみ）

▼

▼

気象台からの防災メモ

自宅にいるときに突然大きな揺れに襲われたら、あわてず落ち着いて、けがをしないように自分の身の安全を
確保する行動をとることが重要です。 特に、震度６以上の揺れになると、家の中では電化製品や家具が倒れたり、
棚のものが落ちる、ガラスが割れて飛び散るなど、普段何気なく使っているものが突然、凶器に変わってしまう
場合が多くあります。 「安全地帯」とは家の中でも家具が倒れたり、壁にかけた額などが落ちてこない場所、数
分間そこに避難すればけがをしないで地震をやり過ごせる場所を意味します。
「住宅・建造物の耐震化」
、
「家具な
どの転倒・移動防止」、
「備品の落下防止」、
「ガラスの飛散防止」などを行い、安全地帯を準備しておくとともに、
その場所を把握しておきましょう。 地震はいつ起こるかわかりませんから、地震に対する普段からの備え、正
しい心構えを身に付けておくことが大切です。

【問合せ】 室蘭地方気象台

☎ 0146‐22‐4249

個人番号カード（マイナンバーが記載された顔写真付
きのカード）を申し込まれた方については、交付の準備
が整った方から順に「交付通知書（はがき）
」を発送して
います。交付通知書に記載されている庁舎へ、ご本人が
個人番号カードを受け取りにお越し下さい。
【受け取りに必要なもの】
◎個人番号カード交付通知書（はがき）
◎通知カード（簡易書留で配達された、個人番号が記載されている紙製のカード）
◎住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
◎本人確認書類（運転免許証、パスポートなど写真付きのものを１点。もしくは、
健康保険証、介護保険証、年金手帳や年金証書など「氏名、生年月日」または
「氏名、住所」が記載されたものを２点）
なお、代理の方が来庁されるときは、更に多くの書類が必要になりますので、
事前にお問い合わせ下さい。
個人番号カードをお渡しする際、暗証番号を設定していただきますので、あらか
じめ考えておいて下さい。
①署名用電子証明書愚６桁以上16桁以下の英数字（例、Ａ１２３４５Ｂ）
②利用者証明用電子証明書
４桁の数字（例、２０１６）
③住民基本台帳用
②③④は同じものとすることができます。
④券面事項入力補助用

｝

まだ、通知カードを受け取られていない方へ・・
簡易書留にて配達されなかった分については、役場庁舎で保管しています。
今後、社会保障や税分野の手続きで必要になりますので、お早めに受け取られま
すようお願いします。

【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線138）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線120）

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

この健診は、生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームに着目した健診です。健診を受診するこ
とで、生活習慣病（高血圧・脂質異常症・糖尿病など）の病気を早い段階で発見し、重症化を未然に防ぐと
ともに、生活習慣の見直しに役立てることができます。
「自分は大丈夫、体調の変化は感じない」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。健診で未然に防ぐことができる「生活習慣病」。
ぜひ、この機会に健診を受けて自分の体のチェックをしましょう。
個人負担金は
集団検診追加日程
と き ３月23日（水）
ところ 東静内会館、本桐基幹集落センター
です
申込み 静内保健福祉センター☎42‐1287 三石保健センター☎33‐2233
【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）

無料

広告
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▼

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
◎平成27年８月に交付を受
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 )
けた健康づくり商品券の
※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
使用期限は、平成28年２
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）
月中の日付となっていま
④印鑑（シャチハタ不可）
す。
毅申請方法
（
お手持ちの商品券をご確
対象となる子どもの保護者からの申請を受け付けます。
認下さい）
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
◎平成27年８月に受診した
診療日の翌月から６か月以内
子ども医療費助成の申請
毅商品券取扱事業所
は平成28年２月29日ま
役場に取扱事業所の一覧を用意しています。
でです。
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。
期限が切れてしまう前に早
【問合せ】 静内庁舎福祉課
☎43‐2111（内線118・119）
めに使用・申請して下さい。
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線119）

マイナンバー個人番号カードの交付が始まっています

▼

▼▼
▼▼

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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▽

ちょっと暮らし体験記

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が代理申請をする場合には、委任状の提出をお願いします。委任状付き
申請書は申請窓口と町内医療機関に設置しています。
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
三石保健センター ☎33‐2233
静内保健福祉センター ☎42‐1287

げく通い、滞在期間中に訪ね
てきた台湾のお友達も連れて
い き ま し た が、 大 好 評 で し
た。お隣の体験住宅の方とお
友達になり、蓬莱山までドラ
イブしたり、浦河や平取まで
足を延ばしました。とても充
実した日々で、読むつもりで
持って行った本はほとんど
読めず、そのまま持ち帰るこ
とになりました。図書館が利
用できたので本は借りれば良
かったかな。関東では読めな
いような資料もたくさんあり
ましたし、その点は残念でし
た。
交 流 ツ ア ー で は、 シ ャ ク
シャイン記念館や二十間道
路、博物館等へ連れて行って
いただき、地元ガイドさんの
詳しい説明を聞き、ジンギス
カンに舌鼓を打つことができ
ました。下の句カルタも初め
ての体験で、とても面白かっ
たです。また、博物館の学芸
員さんのお話がとてもおもし
ろくて時間が足りないくらい
でした。
私たちは約１週間の滞在
で、ほかの方と比べてとても
短く残念でしたが、また、ぜ
ひ伺わせていただきたいと思
いました。噂の少雪の冬も体
験してみたいですね。どうも
ありがとうございました。

▽

▽

入
▼

眞田尚紀さん、亜希子さんご夫婦

２０１５年８月にちょっと
暮らしを利用させてもらいま
した。
私たち夫婦は、北海道が大
好きで、若いころから何度も
訪れています。新ひだか町か
ら浦河、様似にかけても以前
訪れたことがあり、馬の牧場
が広がるとても美しい所とい
う印象がありました。
私たちが滞在したのは、三
石地区の住宅でした。市街地
からちょっと離れていること
を不安に思っておりました
が、行ってみたら牧場に囲ま
れたとても美しい場所で、住
宅も広く、リフォームされて
いて快適でした。
道の駅近くの直売所で、野
菜やお花を購入して旬の新鮮
な野菜を使った料理を作り、
お花で住まいを飾り、楽しく
過ごしました。直売所では、
ほかにも地元で作っている冷
凍ジンギスカンやソーセー
ジ、石鹸や雑貨なども販売さ
れ て お り、 す っ か り「 新 ひ
だか ブランド」にはまった
日々でした。名産が昆布なだ
けあって、昆布を使ったお醤
油がとてもおいしく、お土産
に購入しました。昆布といえ
ば、昆布ソフトクリーム！と
てもおいしくて何度も通って
しまいました。
みついし昆布温泉にも足し

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した神奈川県
の眞田さんから体験記が届きましたので、紹介します。
眞田さんは昨年８月６日から８月13日までの期間、三石本
桐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。

▽

▽

新ひだか町暮らしの感想を伺いました

札

結

14

後期高齢者医療広域連合
運営協議会委員

北海道後期高齢者医療広
域連合では、住民の皆様の
代表として、制度の運営に
関する重要事項を審議して
いただく、運営協議会委員
を募集しています。
会議回数／年３回程度
任 期
平成 年７月から２年間
委員報酬／１日につき５，
０００円の報酬と旅費
募集人数／５名
応募条件／道内にお住まい
の満 歳以上の方（ただ
し、議員や公務員等を除く）
応募方法／北海道後期高齢
者医療広域連合及び日高
中部広域連合窓口にある
応募要領を参照して下さい。
応募締切／４月 日㈭
その他／選考委員会を設置
し、選考します。
提出先（問合せ）／北海道
後期高齢者医療広域連合
〒０６０‐００６２
札幌市中央区南２条西
丁目 国保会館６階
☎ ０１１‐２９０‐５６０１
28
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表
（単位：千円）

３・４・１号本町通防安交付金工事
静内武道館床改修工事
松沢川改修工事

落札業者
㈲須藤特殊工業
㈱富岡建設
㈱マルニ中村工務店

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）

1,277 1,460 87.49
5,709 6,340 90.05
14,150 14,430 98.06

１月28日入札結果

（単位：千円）

入札工事・委託名
デイサービスセンターあざみトイレ便器等取替修繕工事
道路付属物点検調査業務委託その２

20

果

１月14日入札結果
入札工事・委託名

▼

第13回

予防接種・がん検診等助成 健康づくり商品券

３月23日（水）

落札業者
飯田工業㈱
㈱アリヤス設計コンサルタント

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）

1,550
1,364

1,560 99.36
1,670 81.68

「広報新ひだか」が北海道広報コンクールで
入選しました。
̠̱ͭ͟͠ ̤̠ ̭̩

໓̥̤ͥġġ੍࣭॓ġ૧̺̥͌
໓̥̤ͥ

̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

9：00～12：00
役場静内庁舎
（静内御幸町 )
13：30～16：30
イオン静内店
（静内末広町 )

「広報新ひだか10月号」
（平成27年
９月25日発行号）が『第62回北海道
広報コンクール』の一枚写真の部で
入選しました。
今後も分かりやすい、読みやすい
広報づくりに努めてまいります。ご
意見などがありましたら、ぜひお寄
せ下さい。

ˍ
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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

静内青柳町

２棟506号

２ＬＤＫ

20,000～29,700

62.67

有

トイレ 建設年度
水洗

Ｈ４

静内旭町

Ｂ棟311号

３ＬＤＫ

25,300～37,600

74.30

有

水洗

Ｈ８

静内旭町

Ｂ棟205号

２ＬＤＫ

21,000～31,300

61.10

有

水洗

静内神森

２棟８号

１ＬＤＫ

9,200～13,800

31.70

有

水洗

道営さくら団地

１棟103号

３ＬＤＫ

21,300～31,800

69.80

有

水洗

Ｈ９
Ｓ44
H22リフォーム
Ｈ10

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

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106号

２ＬＤＫ

20,700～30,900

67.70

有

水洗

Ｈ９

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

三石鳧舞

16Ｂ棟３号

２ＬＤＫ

20,500～30,500

67.50

有

水洗

Ｈ16

近年、家庭においてスプレー缶等の穴あけによる火
災・死亡事故が発生していることから、町では、４月
１日から穴あけをしなくても回収できるように、回収
方法を変更することにしました。
【今までは】
毅中身を使い切り穴を開ける。
毅燃やせないごみ（青色）の袋に入れ燃やせないごみ
の日に出す。

【スプレー缶等として回収できる物】
毅ヘアスプレー、カラースプレー、殺虫スプレー
毅カセットボンベ
毅使い捨てライター
【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117・118）
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雪捨場のお知らせ

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

२

【４月１日からは】
。
毅中身を使い切る（穴はあけなくてもよい）
毅中身の見える透明または半透明のレジ袋等に入れて
燃やせないごみの日に出す。

▼

スプレー缶等の回収方法が変わります

▼

▼

▼

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）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。

२౷ߊ

ݰ٬ࢨ

【問合せ】 静内庁舎建設課

☎43‐2111（内線268）

各種助成券を交付します

▼

26

公営住宅入居者

入居資格
①前年の収入が一定の範囲
内である方（入居申込者
及び同居者の収入合算額
が、 月 額 万 ８ 千 円 以
下、裁量階層該当世帯は
万４千円以下の方）
②住宅に困窮していること
が明らかな方
③町税を滞納していない方
④入居申込者及び同居者が
暴力団員でない方
募集住宅／下表のとおり
選考方法／入居希望者が多
数の場合は、町営住宅入
居者選考委員会で選考
し、入居者を決定します。
入居日
平成 年３月下旬（予定）
申込期
２月 日㈮～３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）
21
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情報ボックス

１．温泉入館料無料券
【対象者】
町内にお住まいの方で、満70歳以上及び平成29年３月末までに満70歳に達する方。
各種手帳の交付を受けている方のうち、一定要件を満たしている方。
（要件の詳細については、お問い合わせ下さい）
【内容】
静内温泉、みついし昆布温泉「蔵三」
、恵比須湯の入館料無料券を24枚交付します。
※13歳以上70歳未満の方は別途入湯税がかかります。
２．福祉バス乗車券
【対象者】
町内にお住まいの方で、満70歳以上及び平成29年３月末までに満70歳に達する方。
各種手帳の交付を受けている方。
（要件の詳細については、お問い合わせ下さい）
【内容】
道南バスが定期運行している新ひだか町内の区間を利用することができます。
※降車時に100円をお支払い下さい。
３．福祉列車交通費助成
【対象者】
静内東別、三石西端、三石豊岡、三石富澤、三石蓬栄、三石福畑、三石美野
和（上美野和地区のみ）、三石本桐、三石歌笛、三石川上、三石稲見、三石
清瀬のいずれかの地区にお住まいの満70歳以上及び平成29年３月末までに満
70歳に達する方。
各種手帳の交付を受けている方。
【内容】
静内駅と居住地の最寄りの駅との区間分のＪＲ乗車券を１回10枚を限度に年
度内３回まで交付します。
４．重度障がい者等福祉ハイヤー利用料助成
【対象者】
町内にお住まいの方で、各種手帳の交付を受けている方のうち、一定要件を満た
している方。（要件の詳細については、お問い合わせ下さい）
【内容】
町内ハイヤー会社利用時の基本料金を助成します。
※初乗り料金24回分を助成します。
交付日程
三石地区
交付日
時間
対象地区
交付場所
申請に必要なもの
東別・西端 西端生活館
愚印鑑
８時45分～10時00分 鳧舞
鳧舞生活改善センター
愚身分証明書
川上・稲見 川上会館
愚障害者手帳など
延出
延出基幹集落センター
３月26日（土）
10時30分～12時00分 美野和
美野和生活改善センター この日程で受け取れなかっ
た場合は、静内庁舎福祉課
歌笛
歌笛総合住民センター
または三石庁舎町民福祉課
14時00分～15時30分 本桐
本桐基幹集落センター
窓口で随時交付しておりま
８時45分～12時00分
すので、必要なものを持参
３月28日（月）
三石市街地 三石庁舎町民福祉課
の上、手続きをお願いいた
13時00分～17時30分
します。
静内地区
交付日
時間
対象地区
交付場所
【問合せ】
10時00分～11時00分 東静内・浦和 東静内生活館
静内庁舎福祉課
☎43‐2111
３月28日（月）13時00分～14時00分 川合・西川 川合生活館
（内線117・118・119）
15時00分～16時00分 春立
春立生活館
三石庁舎町民福祉課
10時00分～11時00分 田原
田原生活館
☎33‐2111
３月29日（火）13時00分～14時00分 御園・農屋 御園生活館
（内線116）
15時00分～16時00分 豊畑
豊畑生活館
８時45分～12時00分 市街地
３月30日（水）
静内庁舎ロビー
13時00分～17時30分 （上記以外の地区）
shinhidaka
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31

町スポーツ推進委員

願います。
応募締切／４月 日㈭
その 他 ／ 応 募 多 数 の 場 合
は、面接により選考を行
います（必要に応じあら
ためて通知）
。
応募先（問合せ）
〒０５６‐００１４
静内古川町１丁目１番３
号 町静内体育館内
教育委員会体育振興課
☎４２‐００４８
４２‐０３９６
shizunaitaiikukan@
honey.ocn.ne.jp

共済期間／平成 年４月１
日～平成 年３月 日
対 象／町内に住民登録さ
れている方
受付開始／３月１日㈫
加入方法／役場担当窓口で
お申し込み下さい。
※自治会で取りまとめをし
ている場合は、その担当
者にお申し込み下さい。
申込み（問合せ）
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２７）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１８）

国家公務員採用試験

ɼ͵≒ૼ↡ⅺထ⇙−⇕⇥∞ܱޒᘍۀՃ˟‒

交通災害共済加入者

‒ ≔≓≝≓≓⊡≔≘≝≓≓‒

毅総合職試験
（院卒者・大卒程度）
申込期間
４月１日㈮～ 日㈪
毅一般職試験（大卒程度）
申込期間
４月８日㈮～ 日㈬
毅一般職試験
（高卒者・社会人）
申込期間
６月 日㈪～ 日㈬
※いずれもインターネット
申し込みのみ
申込み（問合せ）
人事院北海道事務局
☎ ０１１‐２４１‐１２４８
申込専用アドレス

募集期間／３月１日㈫～
４月 日㈮（必着）
定 員／１３０名（予定）
※応募多数の場合は、抽選
とさせていただきます。
応募方法／所定の応募用紙
に必要事項を記入し、提
出して下さい。
その他／応募後のキャンセ
ルは受け付けておりませ
ん。また、交通費、宿泊
費は自己負担となります。
応募先（問合せ）／ＹＯＳ
ＡＫＯＩソーラン祭り実
行員会
〒０６０‐０００１
札幌市中央区北１条西
２丁目 北海道経済セン
ター４階
☎ ０１１‐２３１‐４３５１

‒

年度入校生

πൟ∝ᨼ˟ܴ‒
↗ↂ↼‒ ‒

平成
０１１‐２３３‐４３５１

shinsa@yosakoisoran.jp
ホームページ

≔≖≝≓≓⊡≔≛≝≓≓‒

http://www.jinjishiken.go.jp/juken.html
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http://www.yosakoisoran.jp/

‒‒‒≕உ≕≛ଐ≋ଐ≌‒

11

20

29

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
市民審査員
12

ﾒｰﾙ ℻

20

審査日／６月 日㈯・ 日
㈰ いずれか１日
審査場所／大通公園（札幌
市）
応募資格／中 学 生 以 上 の
チーム関係者以外の方
で、審査日の指定された
時間に審査可能な方
11

28

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
１月 日～４月 日
問合せ／国立北海道障害者
職業能力開発校
☎ ０１２５‐５２‐２７７４

静内春立176番４

‒

≕உ≕≚ଐ≋‒≌ם
↗‒ ⅼ‒ ‒

11

28

交通災害共済は、車両に
よる道路上での交通事故に
より、通院や入院で治療し
た場合に、治療日数に応じ
て３万円から 万円の見舞
金が支給されるものです。
１日以上の治療日数から
見舞金が支給され、交通事
故には自転車等による自損
事故も含まれますので、も
しものためにご家族そろっ
て加入しましょう。
掛 金／１人年額５００円
（中途加入も同様）

５

所掌事項
①住 民 の 求 め に 応 じ て ス
ポーツ実技の指導を行う
こと
②住民のスポーツ活動の促
進のための組織の育成を
図ること
③学校、公民館等の教育機
関その他行政機関の行う
スポーツ行事または事業
に関して協力すること
など
会議回数／年３回程度
任 期／平成 年６月１日
～平成 年５月 日まで
委員報酬／会議１回あたり
２，４５０円
費用弁償／自宅から会場ま
での距離等に応じて支給
募集人数／６名
応募条件／年齢 歳以上、
町民になってから３か月
以上経過している方で、
スポーツに関する深い関
心と熱意があり、スポー
ツの実技指導ができるこ
と。また、複数の審議会
等に公募委員として所属
していないこと
応募方法／応募申込書に必
要事項を記入の上、提出

▼
▼



31

静内柏台49番

☎43‐2111（内線234）
【申込み（問合せ）】 静内庁舎契約管財課

28

町有地先着順売払いを実施します

80

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、静内庁舎契約管財課窓口で「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。
●旧川合小学校 ( 静内川合108番地）
●旧延出小学校（三石豊岡194番地の１） ●旧川上小学校（三石川上133番地）

29

種別 地目種別 公簿面積（㎡） 用途地域 建ぺい率（％） 容積率（％） 売却価格（円） 単価（円／㎡） 備考
土地 宅地
343.89 指定なし
60
200
4,161,069 12,100
土地 宅地
330.81 指定なし
60
200
4,002,801 12,100
60
200
6,140,080 18,400
土地 宅地
333.70 第１種住居地域
第１種低層
土地 宅地
2,054.71 住宅専用地域
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
建物 ブロック
51.53
151,000
築45年
４

▼
●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１） ●旧春立小学校（静内春立349番地１）

【問合せ】 静内庁舎契約管財課
☎43‐2111（内線234）
●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７） ●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

ﾒｰﾙ ℻

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

20

応募資格
受付期限
採用試験
18歳～27歳未満
第８回３月３日㈭まで
第８回３月６日㈰
一般：18歳～34歳未満
４月15日㈮～19日㈫
予備自衛官補 技能：18歳～53／54／55歳未満 ３月24日㈫まで
※いずれか１日を指定されます
（技能による）
一般：20歳～26歳未満（院卒は28歳未満）
一般幹部候補生 歯科薬剤：20歳～26／27／28／ ３月１日㈫～５月６日㈮ ５月14日㈯
29／30歳未満（学位による）
【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所 ☎44‐2855（直通）

30

募集コース
自衛官候補生

29

対象物件
物件番号
所在地番
１ 静内中野町３丁目52番13
２ 静内中野町３丁目52番19
３ 静内山手町４丁目８番１

▼

自衛官募集案内

20
2016‐３
shinhidaka
2016‐３
shinhidaka

21

情報ボックス
情報ボックス

ふるさとミュージアムコンテンツ ／ 図書館だより

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

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。

図書館本館

藤沢周平特集「小さな橋で」
、
「遅いしあわせ」

30

入場無料・申込不要

ＡＶ資料のお取り扱いにご注意下さい！

27

最近、ＣＤやＤＶＤなどの破損トラブルが相次いでいます。
図書館で貸し出しているＣＤやＤＶＤは、市販のもの
に比べたいへん高価ですので、大切にご利用下さい。破
損した場合は弁償をお願いしています。

毅 赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ

毅

毅 はまなす文庫

毅

【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・12・19・26日㊏

毅【場所】三石分館 えほんのへや

13時00分～

毅

26

14
00
15
30

℻ ℻

15

※２歳以下で座席不要の場
合は無料です。
申込み／３月５日㈯９時
分から町公民館へ電話で
お申し込み下さい。
※１回の電話で１家族申し
込み可能です。
※窓口やＦＡＸでの申し込
みは一切行いません。
※申込後のキャンセルはで
きません。
その他／昼食、バス内での
飲食物等は各自でご用意
願います。
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５

2016‐３

10時30分～

毅【場所】本館 おはなしのへや

本
館 虞 ７・14・21・28日㊊ 31日㊎（資料整理日）
三石分館 虞 ６・７・13・14・21・27・28日㊐㊊ 31日㊎（資料整理日）

shinhidaka

毅

30

する場合があります。
申込方法／チーム名、代表
者名・連絡先、出場者名
を明記の上、ＦＡＸ等で
お申し込み下さい。
申込締切／３月 日㈫
その他／組み合わせ抽選は
主催者で行い、当日発表
します。
個人での申し込みも可能
ですが、チーム編成は主
催者に一任願います。
昼食は各自ご用意下さい。
申込み（問合せ）
三石かるた同好会
本多☎ ３５‐３３３５
高橋☎ ３５‐３２５６

【日時】５・12・19・26日㊏ 10時30分～
毅【場所】本館 おはなしのへや
毅

３月の休館日

博物館開館記念講演会

（※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！）

30

毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け） 毅

【日時】１日㊋

芸術鑑賞バスツアー

●花冷えて／あさのあつこ
●溺れる月／新野剛志
●道化と王／ローズ・トレメイン
●夫婦という病／岡田尊司
●最強の販促ツール手作りＰＯＰで売上アップ！／おぐまのりゆき
【児童書】
●東工大サイエンステクノ理系脳を育てる工作教室／東工大 Science Techno
【絵本】
ゆりちゃんのおひなさま／花山かずみ
【ＤＶＤ】
●ロード オブ・ザ リング 二つの塔
●ムーランルージュ
●アーサーと魔王マルタザールの逆襲

と き／３月６日㈰
時 分～ 時 分
ところ／町博物館
講 演／マンモス絶滅の謎
講 師／福田正巳氏（北海
道大学名誉教授）
対 象／小学生以上
参加料／無料
申込み／町博物館へお申し
込み下さい。
申込み（問合せ）
町博物館
☎４２‐０３９４

特に小さなお子様がいる場合は、取り扱いにご注意願
います。

３月の読み聞かせ
三石分館新着情報

00

参加料／無料
講 師／佐々木 舞氏
申込み／３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

13時30分～15時30分

17

21

と き／３月 日㈯
９時 分（みついしふれ
あいプラザ発）
ところ
札幌市教育文化会館
対 象／町内にお住まいの
方（保護者同伴）
定 員／ 名
鑑賞内容／サンリオファミ
リーミュージカル「ハロー
キティのドリームトラベラー」
参加料／２，２５０円
（鑑賞料及び保険料）

●異類婚姻譚／本谷有希子
●あの日／小保方晴子
●独裁者の子どもたち スターリン、毛沢東からムバーラ
クまで／ジャン＝クリストフ・ブリザールほか
●もう必要以上に仕事しない！時短シンプル仕事術／鈴木真理子
●シカの飼い方・活かし方 良質な肉・皮革・角を得る／宮崎昭ほか
●宮崎順子のフローラルキルト バッグ＆ポーチ／宮崎順子
【児童書】
●ひみつのとっくん おしごとのおはなし 消防士／佐川芳枝ほか
【絵本】
●ポテトむらのコロッケまつり／竹下文子ほか

00

00

町カルタ大会

新ひだか町図書館からのお知らせ

12

19

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

「ふたりしずか朗読会」３月13日（日）

本館新着情報

10 24

40

三石かるた同好会では、
百人一首・下の句かるたの
普及と愛好者及び地域住民
の交流を目的としてカルタ
大会を開催します。
と き／３月 日㈰
８時 分～（受付）
ところ
町三石スポーツセンター
対 象／町内にお住まいの
小学生以上の方
参加料／１人５００円
（当日受付で集めます）
※小中学生は無料です。
チーム編成／１チーム３名
競技区分
①小学生の部
②一般の部（中学生以上）
競技規定／全日本下の句か
るた協会競技規定により
行います。
試合方式／リーグ戦
※参加チーム数により変更

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

ピュアプラザ
町民ギャラリー

90

19

30

健康づくり移動教室

本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

12月１日から4月30日
まで冬季休館します

30

11

と き／３月２日㈬、
４日㈮、８日㈫
時 分～ 時 分
ところ／春立生活センター
対 象／町内にお住まいの方
内 容／ミニバレー、スト
レッチ体操など
参加料／無料
申込み／３月２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

新ひだか町図書館

アイヌ民俗資料館

26

スポンジテニス教室

第２回新ひだか町博物館特別展「収蔵資料展」
と き ２月９日（火）～５月22日（日）
内 容あふだんは展示していない資料
を公開。２月、３月の見どこ
ろは昭和初期のひな人形。

16

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

と き／３月３日、 日、
日 いずれも木曜日
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

２月７日（日）
、
「読書人に贈る！学芸員の読書術」
、
「ミツイシコンブのあれ
これ」
、
「千島の遺跡‐国
後 島・ 色 丹 島 の 調 査 か
ら」と題して、３人の学
芸員が日頃の研修成果を
報告しました。多数のご
参加ありがとうございま
した。

博物館 特別展

10

乗馬教室

博物館学芸員トークを開催しました

23

00 12
11

ミュージアムレポート

̺ͤ͢܁

博物館

10

毅町民子ども乗馬体験教室
と き
３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）

ĲĲĺ

町内博物館の
ご案内

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

毅町民乗馬体験教室
と き
３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）

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ

まなびの広場

00
shinhidaka

2016‐３
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