▼

町人事行政の運営等の
状況の公表
女性の人権ホットライン
月 日㈪から 日㈰ま
では、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間
です。
職場におけるセクシャ
ル・ハラスメント、夫やパー
トナーからの暴力など、女
性の人権に関する悩みごと
や心配ごとについて、法務
局職員や人権擁護委員が電
話相談時間を延長して対応
し、解決に導きます。
相談は無料で秘密は守ら
れますので、お気軽にご相
談下さい。
女性の人権ホットライン
☎ ０５７０‐０７０‐８１０

相談時間
月 日㈪～ 日㈮
８時 分～ 時 分
月 日㈯～ 日㈰
時 分～ 時 分
問合せ
札幌法務局日高支局
☎４２‐０４１５

静内～三石間の海岸線
を、松浦武四郎の足跡をた
どりながらバスで巡り、ア
イヌ語地名やアイヌ伝承を
とおして、当時のアイヌの
人々の生活や文化を考える
アイヌ文化歴史講座を行い
ます。

アイヌ文化歴史講座
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▼

特設人権・困りごと相談
新ひだか町人事行政の運
営等の状況の公表に関する
条例第６条の規定に基づ
き、平成 年度における人
事行政の運営等の状況を次
の場所において公表してお
りますので、お知らせいた
します。
公表場所／町掲示板（静内
庁舎及び三石庁舎前）
、
町ホームページ、静内庁
舎総務課
問合せ／静内庁舎総務課
☎４３‐２１１１
（内線２１２）

問合せ／公益財団法人 人
権教育啓発推進センター
０３‐５７７７‐１８０３

http://www.jinken.or.jp/

シベチャリの橋通行規制

ピュアプラザおもちゃの病院

ところ
①役場三石庁舎
②ピュアプラザ
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

公表します。
と き
月 日㈫～ 月 日㈮
（土・日・祝日を除く）
ところ
三石庁舎地域振興課
提出方法／持参提出のみ
問合せ
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線５５５）

アイヌの方々のための
全国一斉電話相談

町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

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「無料 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５日㈪
時 分～ 時 分
② 月７日㈬
時 分～ 時 分

と き／ 月 日 ㈰
９時 分～ 時 分
※小雨決行
ところ／町公民館（集合）
講 師／町博物館学芸員
対象者／町内に住所を有す
る小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）
定 員／ 名（先着順）
参加料／無料
申込み／ 月１日㈫から受
付開始
その他
毅昼食前に解散となります。
毅 屋外での活動ですので、暖
かい服装でご参加下さい。
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【今月の納期】
・国民健康保険税（６期分）
納期内に納入を
・後期高齢者医療保険料（５期分）
お願いします。
・保育所負担金（11月分）
・町営住宅使用料（11月分）
・学校給食費負担金（11月分）
【問合せ】静内庁舎税務課
☎43‐2111( 内線168)
三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111( 内線109)
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町長三石在庁日

広く町民の皆さんとの懇談や意見交換を行うため、町長
三石在庁日を設けていますが、11月の日程は次のとおりで
すので、来庁を希望される方は、事前に下記までお問い合
わせ下さい。
なお、件数によっては、時間を調整させていただく場合
があります。
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11月の税務日程
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町では、シベチャリの橋
の補修工事を行うため、
月下旬まで通行規制を行い
ます。
通行できない日時は、現
地に設置する看板でお知ら
せします。
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）

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

※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

申込み（問合せ）
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１５０）
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町立静内病院
科・三浦医師
児

【問合せ】三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111（内線110）
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11月４日（金） 13時30分～15時00分
役場三石庁舎
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小
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三石国保病院
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11月17日㈭

循環器内科・小松院長

30

入札参加資格審査申請
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おもちゃの病院は、壊れたおもちゃをただ捨てるのでは
なく、子どもたちの前で修理することで「物を大切にする心」
や「科学する心」を育むことを目的に開院しています。
と き 11月11・25日（金） 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
名
院
病
医

HP ℻
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定期相談11月
人権教育啓発推進セン
ターでは、アイヌの方々の
悩みをお受けするフリーダ
イヤルを開設しております。
嫌がらせ、差別、プライ
バシー侵害などのご相談も
お受けします。相談は無料
で、秘密は厳守され、匿名
でもかまいません。
お気軽にご相談下さい。
相談専用ダイヤル
☎ ０１２０‐７７１‐２０８
相談時間／月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
９時 分～ 時 分
来訪による相談（予約制）
相談時間／月～金曜日
時 分～ 時 分
00

15

町 で は、（ 仮 称 ） 総 合 町
民センターの物品等の購入
に係る競争入札参加資格審
査を次の日程で行います。
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
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行政相談
と き 10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 17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㈬
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㈬、21日㈪、
28日㈪、30日㈬
13時00分～15時00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お仕事の相談
と き ５日㈯ 14時00分～15時00分
ところ 町公民館
問合せ ハローワークしずない
☎42‐1734
人権・困りごと相談
と き 月～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）
連絡先 ☎43‐3121
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
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相談は無料です
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▼

９月８日

（単位：千円）

入札工事・委託名

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）

落札業者
田湯タナカ・池内特定建設工事共同企業体
㈱坂本建設
新栄クリエイト㈱
飯田工業㈱
㈱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

69,500
28,000
15,700
11,100
13,800
7,250
3,150
1,450

▼

春別農屋線道路災害復旧工事（Ｈ28‐３）
都市公園施設改築更新工事
電気機械計装設備災害復旧修繕工事その２
水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事１工区
水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事２工区
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

【申込方法】

【申し込みの際には】

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。

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。

【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】

▼

入札結果公表

年金相談のお知らせ

年金相談（事務相談）は全て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。

社会福祉資金として
福田友子（三石清瀬）
、堤澤セツ子（静内緑町）
三石国民健康保険病院運営資金として
木村 彰（三石越海町）
特別養護老人ホーム静寿園事業資金として
原 義博（静内山手町）
特別養護老人ホーム静寿園へ
野菜類／小野量平（静内末広町）
フェイスタオル／ＪＡＩＦＡ苫小牧協会（会長 野中理恵）
布類／中野知津子（静内緑町）、池田頼枝（静内豊畑）、
新ひだか消費者協会（会長 上野榮子）、
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）
新ひだか町老人クラブ連合会女性部静内支部（支部長 岡野玲子）

▼
９月27日

69,620
28,260
16,390
11,320
14,170
7,476
3,278
1,497

99.83
99.08
95.79
98.06
97.39
96.98
96.10
96.86

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。

日 月 火
１
６ ７ ８
13 14 15
20 21 22
27 28 29

11月
水 木
２ ３
９ 10
16 17
23 24
30

金
４
11
18
25

土 相談日
11月17日㈭
５
12 予約申込期間
19
11月１日～10日
26 相談会場
静内庁舎３階第２会議室

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。

【問合せ】苫小牧年金事務所 ☎ 0144‐56‐9002
12月
日 月 火 水 木
１
４ ５ ６ ７ ８
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
２
９
16
23
30

土 相談日
12月20日㈫
３
10 予約申込期間
17
12月１日～９日
24 相談会場
31
静内庁舎３階第２会議室

（単位：千円）

落札業者
㈱小林工業所
吉田・マルサン経常建設共同企業体
㈱新興建設
㈱山下産業
㈱錦戸電気静内支店
㈱道南
飯田工業㈱
㈱道南
不二建設㈱
㈱岩見田・設計

応援大使の成績
10月19日現在

４年ぶりリーグ優勝！
クライマックスシリーズも４勝２敗でソフトバン
クに勝利！残るは日本シリーズ！

29,300 30,530 95.97
43,980 44,430 98.99
7,094 8,090 87.69
4,046 4,620 87.57
5,180 5,480 94.53
15,200 15,660 97.06
1,910 1,940 98.45
1,630 1,680 97.02
8,760 9,230 94.91
2,000 2,200 90.91

近藤健介選手
ライトで先発出場
.389 ５打点の大活躍
浦野博司選手
シリーズには選手登録されず
フェニックスリーグで調整中

気象台からの防災メモ

▼

入札工事・委託名
歌笛地区管渠新設工事その４
ピュア施設改修工事
本町本桐線改良舗装工事
清瀬川沿線改良舗装工事
桜舞灯取替工事
三石地区簡易水道配水池送配水管布設工事
静内豊畑地区浅井戸水源地調査工事
静内地区消火栓更新工事
目名２号線舗装新設工事
ピュア施設改修工事監理業務委託

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）

▼

▼▼▼▼

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

北海道では毎年冬になると、暴風雪による災害が発生しています。気象台では、雪を伴った暴風により重大な災害
のおそれがあるときに「暴風雪警報」を発表します。さらに数年に一度の暴風雪が予想される場合には、危機感を伝
えるため「数年に一度の猛ふぶきとなるおそれがあります。外出は控えて下さい」のキーワードを用いた気象情報を
発表し厳重な警戒を呼びかけます。
雪雲は地形の影響を大きく受けるため、ちょっとした地形や風向の変化で天気が大きく変わります。暴風雪警報が
発表されている間は、晴れていても一瞬で猛ふぶきに変わるなど天気が急変する場合があります。
猛ふぶきでは数メートル先が見えなくなるため車の運転や歩行が困難となり、屋外での行動は危険を伴います。ま
た、吹きだまりや渋滞で車が止まると、車の回りにすぐに雪が溜まり発進できなくなる場合もあります。
車が立ち往生してしまったら、衝突防止のためハザードランプを点灯し、一酸化炭素中毒を防ぐためエンジンを切
るか、車の周辺を除雪することが必要です。雪に閉じ込められたときのために、体温の低下を防ぐ防寒着や毛布、ス
コップや長靴などを車に準備しておきましょう。天気が悪くなってきたら、無理せず道
の駅やコンビニなどで天気の回復を待つことも身を守る手段です。
家の中にいても油断は禁物です。ストーブの給排気口が吹きだまりや氷によって塞が
れ、不完全燃焼することもあるので時々点検しておきましょう。また、ふぶきや電線着
雪により停電が発生することもありますので、ラジオ・懐中電灯・乾電池なども準備し
ておくと良いでしょう。
何より、テレビ・ラジオなどで最新の情報を確認し、状況によっては外出を控えるこ
とも含めて、的確な行動をとることが重要です。
【問合せ】室蘭地方気象台

☎0143‐22‐4249

広告
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下記の期間、静内庁舎１階ロビーにて、健康づくり商品券発行の「臨時窓口」を開設いたしますので、
お知らせします。
開設期間

「交通事故死ゼロを目指す日」秋の町民安全大会の開催に併せ、
「いのちのパネル展」を９月27日～10月２日まで
の期間、町公民館で行いました。ご覧いただいた方々からたくさんの反響がありましたので、寄せられたご感想の一
部をご紹介いたします。
一瞬で命を失い、一生治らないけがをする事は、私自身経験して頭にあり、
交通事故は何よりこわいものでした。それなのに、私は商業施設に入る際、歩
道上の自転車を見落とし、はねてしまいました。命をうばってしまったと頭が
真っ白になってしまいました。事故の状況を聞かれてもぶつかった音が頭に残っ
ているだけで、満足に答えられませんでした。どんなに後悔しても償えない事故、
被害者の方の命があって私にはそれが何よりの救いでした。
加害者となった今の私は、今後、自身の人生をどう生きるか考えています。
被害者の方は何も悪くないのに事故から半年治らないと聞いています。今まで
は交通事故でけがをし、娘を亡くした人であったのが、人をはねた加害者とし
て生きていくことになります。パネル展に寄せた思いと同じ、私のような思い
をする人がいなくなることを願っています。
【50歳代 女性】

11月１日（火）～12月30日（金）までの開庁日
８時45分～17時30分

と こ ろ 静内庁舎１階ロビー
上記期間以外は、従来どおり静内庁舎２階商工労働観光課窓口で対応いたします
上記期間以外は、従来どおり静内庁舎２階商工労働観光課窓口で対応いたします。

※商品券発行申請の際には、下記の必要書類等をもれなくご用意下さいますようお願いします。
☎43‐2111（内線293）

予防接種・がん検診等助成 健康づくり商品券

▼

▼

【問合せ】静内庁舎商工労働観光課

平成28年４月１日受診分より、予防接種については助成限度額を設けております！
がん検診等はこれまでと変更ありません。

毅内

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。
▽

▼

象 新ひだか町に住民票がある方

▽

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）または、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予防接種については、助成限度額を設けます。
・インフルエンザ（2,500円）
、水痘（5,000円）
、おたふく（3,000円）
、肺炎球菌（5,000円）
②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。
③受診日から６か月以内に申請して下さい。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（内線292・293）
静内保健福祉センター

☎42‐1287

三石保健センター ☎33‐2233

車の事故による被害者となり、大切ないとおしい命を突然うばいとられ、残されてしまった方々の思いは私の想像
を超える域の事でした。私の住む町、新ひだか町、新ひだか町議会は「飲酒運転しない町」の決議をしました。町広
報で私たち町民はそれを知らされてうれしく思っています。このスローガンは、役場庁舎前に垂れ幕として下げられ
ております。また、役場の公用車にステッカーとして貼られ、町の中を走っております。私は新ひだか町に住む自分
から、町民みんなの意識の中にこれらの思いが定着して、自分の命も他人の命も同じように大切に思える町民になっ
ていけるよう願います。
【70歳代 女性】
※このほかにも多数のご感想をいただきました。ありがとうございました。
【問合せ】静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線128）

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

▼

毅対

いのちのパネル展

▼

▲

健康づくり商品券 臨時窓口開設のご案内

▼

情報ボックス

▲

情報ボックス

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、高血圧、
高血糖、脂質異常が進行し、心臓病や脳卒中、糖尿病の合併症などの深刻な症状が発生する恐ろしい病気です。
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。
区分
健診機関名
受診期間
静仁会静内病院 健診センター
☎42‐1888
山田クリニック
☎43‐0008
仲川内科胃腸科医院
☎42‐0345
平成29年３月31日まで
駒木クリニック
☎45‐0123
町内 町立静内病院
☎42‐0181
町立三石国民健康保険病院
☎33‐2231
静内保健福祉センター
11月20日㈰～21日㈪、２月４日㈯
☎42‐1287
三石保健センター
11月５日㈯
☎33‐2233
東静内会館・本桐基幹集落センター
平成29年３月４日㈯
浦河赤十字病院
☎0146‐22‐5111
北海道対がん協会
☎011‐748‐5511
町外
平成29年３月31日まで
船員保険北海道健康管理センター
☎011‐200‐4811
札幌厚生病院（人間ドック及び巡回検診時のみ使用可） ☎011‐251‐5713
【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線123・124）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線117・118）
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初めて新ひだか町を訪れ
いたときは、思わず「バン

らなんとか山頂にたどり着

いしかったこと。あの味は

行きました。道路の両脇に

日、さっそく桜並木を見に

体験住宅に入居した翌

きたことは、私たちにとっ

に「ちょっと暮らし」がで

お花がいっぱいのこの時期

した。どこを歩いても春の

一つひとつは小さくて可

てくださいね」との担当職

「 秋 も 良 い の で、 ま た 来

だか町を後にしました。

自賠責保険・共済
交通事故による死傷者数
は年々減少傾向にあるもの
の、平成 年の事故発生件
数は約 万件、死傷者数は
約 万人と、国民の誰もが
交通事故の被害者にも加害
者にもなり得る極めて深刻
な状況となっています。
交通事故は車社会の負の
部分であり、被害者にとっ
ても加害者にとっても悲惨
な結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、全
てのクルマ・バイク１台ご
とに加入が義務付けられて
おり、加害者の賠償責任を
担保することで、被害者の
基本的な賠償を保障する制
度であり、被害者の救済を
目的としています。
一人ひとりが、より一層
自賠責制度の役割や重要
性、保険金・共済金の支払
のしくみなどを十分に理
解・認識することがとても
大切です。
自 賠 責 保 険・ 共 済 は、
万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的とし
て、自動車損害賠償保障法
に基づき、原動機付自転車

▼

▼

育児・介護休業法が平成
年１月１日から改正施行
され、より育児・介護と仕
事の両立がしやすくなりま
す。主な内容は次のとおり

たのは一昨年の６月。二十
ザ イ！」。 山 頂 で い た だ い

だった時でした。
「ここに桜が咲いたとき
帰り道で見た可愛いピン

忘れられません。

だか町のちょっと暮らしに

クのお花。前日行かなかっ

続くエゾヤマザクラの桜並

て素晴らしい体験でした。

た夫と再度見に行ってきま

木。どこまで続くのだろう

山にも海にも近く、自然

愛い花だけど、こんなにも

員さんの言葉に送られて、

ンクの道が延びている。

素晴らしい桜並木を作って

日間の体験を終え、新ひ

夫と２人で写真を撮りなが

町民登山に参加。いつもは

力はないので、とりあえず

ても百名山を登るほどの体

くことでした。登山といっ

りたかったのは、登山と歩

もう一つ、新ひだかでや

かったと思える瞬間でした。

い る。 桜 の 季 節 に 来 て よ

がいっぱいの新ひだか町。

かというほどに、延々とピ

です。

申し込むきっかけだったの

に来てみたい」これが新ひ

た温かいコーヒー牛乳のお

間道路の桜並木が緑一色

http://hokkaidoroudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp

ですが、詳細な改正内容は
進するために参考になる情
ホームページでご確認下さ
報を提供します。
企業の人事担当者の方に
い。
①介護休業が３回を上限と
限 ら ず、「 働 き 方・ 休 み 方
して分割取得可能（通算
改革」に関心をお持ちの方
日まで）
等、幅広い層を対象として
②介護休暇・看護休暇が半
おりますので、お気軽にご
参加下さい。
日単位で取得可能
と き／ 月 日 ㈮
③介護のための所定労働時
時 分～ 時 分
間の短縮措置（選択的措
ところ／会議・研修施設Ａ
置義務）が介護休業とは
別に利用開始から３年の
Ｃ Ｕ‐ Ａ（ 札 幌 市 中 央
間で２回以上利用可能
区北４条西５丁目 アス
④介護のための残業免除が
ティ 内）
定 員／１５０名（定員に
新設
⑤有期契約労働者の育児休
なり次第締め切ります）
参加料／無料
業・介護休業の取得要件
申込み／専用ＷＥＢサイト
の緩和（取得できる対象
者が拡大）
からお申し込み下さい。
⑥上司・同僚からのいわゆ
http://www.mri.co.jp/
るマタハラ・パタハラな
work-holiday-sympo2016/
どを防止する措置を義務
問合せ／働き方・休み方改
付け 等
革シンポジウム開催事務
問合せ
局
厚生労働省北海道労働局
☎ ０３‐６７０５‐６０２４
☎ ０１１‐７０９‐２７１５
30

育児・介護休業法の改正

16 18

らのマイペース登山。皆さ

54

27

議員定数研修会
と き／ 月 日 ㈭
時 分～
ところ／ピュアプラザ
講 師／勢籏了三氏（北海
道町村議会議長会事務局
参与）
対 象／どなたでも参加で
きます。
問合せ
静内庁舎議会事務局
☎４３‐２１１１
（内線３１１）
10

働き方・休み方
改革シンポジウム

18

長時間労働の削減と年次
有給休暇の取得促進は、労
働者のワークライフバラン
スと企業経営にプラスとな
る取組です。特に近年、労
働者の心身の健康確保、仕
事と生活の調和（ワークラ
イ フ バ ラ ン ス ）、 女 性 の 活
躍推進等の観点から注目さ
れています。
シンポジウムでは、学識
経験者による基調講演、企
業の取組事例の紹介、登壇
者によるパネルディスカッ
ションを通じて、改革を推

11

んについていけるのかと一

67

を含む全ての自動車に加入
が義務付けられており、自
賠責保険・共済なしで運行
することは法令違反ですの
でご注意下さい。
問合せ／北海道運輸局室蘭
運輸支局
☎ ０１４３‐４４‐３０１２

静内川上流ダムの放流
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と
き、川の中や川の近くにい
る人に対し、スピーカーか
ら「上流ダムからの放流開
始と安全な場所への移動」
についてお知らせします。
ダム放流のお知らせを聞
いたときは、直ちに安全な
場所に移動して下さい。
また、双川発電所では、
出力の変更に伴い、発電に
使う河川水の量を増減する
ことがあります。それに伴
い河川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
☎４２‐０４２９

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）
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
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。
【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）

13

抹の不安もありましたが、

子ども医療費助成 健康づくり商品券
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阿部洋一さん、良子さんご夫婦

「新ひだか町ちょっと暮らし体験住宅」を利用した愛知県の
阿部さんから体験記が届きましたので、紹介します。
阿部さんは今年５月２日から５月27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。

サポートしていただきなが

26

27

新ひだか町暮らしの感想を伺いました

29

00

ちょっと暮らし体験記
第16回

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

情報ボックス
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15 26
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00

型別

月額家賃（円）

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

採用試験
11月19日㈯～21日㈪のうち１日
12月22日㈭、23日㈮のうち１日
平成29年１月７日㈯～９日㈪のうち１日
１次 平成29年１月21日㈯
高等工科学校生徒（29年度一般） 15歳～17歳未満 平成29年１月６日㈮まで ２次 平成29年２月２日㈭～５日㈰
のうち１日

kikaku@shinhidaka.hokkai.jp

21

shinhidaka

2016‐11

30

11
25

12

13
00

静内分駐所

☎44‐2855（直通）

町有地先着順売り払いを実施します

物件番号
１
２
３
４
５

所在地番
静内中野町３丁目52番13
静内中野町３丁目52番19
静内山手町４丁目８番１
静内柏台49番
静内春立176番４

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
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
2,054.71 第１種低層住居専用地域
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

☎43‐2111（内線234）

▼

▼

しませんか。
運動教室終了後には、各
家庭との交流の場として日
本茶やハーブティー、軽食
などを用意した「パパ・マ
マ交流カフェ」の開催を予
定しておりますので、たく
さんのご参加お待ちしてお
ります。
と き／ 月４日㈰
時 分～ 時 分
ところ／町こうせい児童館
参加料／無料（交流カフェ
参加の場合は５００円）
対 象／町内に住所を有す
る１歳半～３歳の幼児と
その保護者
申込み／ 月 日㈮までに
電話、ファックスまたは
メールで申し込み下さい。
申込み（問合せ）
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
（内線２２６）
４３‐３９００
10

自衛官募集案内

募集コース
応募資格
受付期限
自衛官候補生（第４回男子） 18歳～27歳未満 11月17日㈭まで
自衛官候補生（第５回男子） 18歳～27歳未満 12月20日㈫まで
高等工科学校生徒（29年度推薦） 15歳～17歳未満 12月２日㈮まで

【問合せ】 静内庁舎契約管財課

ﾒｰﾙ ℻

面積 ( ㎡ ) 浴槽 トイレ 建設年度

▼

11

住宅番号

【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部

週末きっずスクール

00

団地名

三石歌笛Ａ
９Ｂ棟207号
３ＬＤＫ
23,400～34,800
76.30
有
水洗 Ｈ９
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。

町教育委員会では、週末
きっずスクールとして「宇
宙教室 ＪＡＸＡコズミッ
クカレッジｉｎ新ひだか」
を実施します。
と き／ 月 日㈯
時 分～ 時 分
ところ／町公民館
講 師／小野明裕氏
内 容／ＪＡＸＡ講師とロ
ケットを飛ばそう
対 象／町内に住所を有す
る 小 学 生 の 方（ １・２ 年
生は保護者同伴）
定 員／１２０名（定員に
なり次第締め切ります）
申込み
月２日㈬～ 日㈯
参加料／無料
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５

親子ふれあいサロン

町では、男女共同参画推
進事業として、親子ふれあ
いサロンを実施します。
親子運動教室でお子さん
と一緒に体を動かし、町内
のパパ・ママと仲良く交流

13

11

11

▼

00

15

入居者募集住宅

チャリティー
ディナーショー

国際ソロプチミスト静内
では、町奨学資金支援及び
女性特有がん検診事業への
支援を目的として、チャリ
ティーディナーショーを開
催します。
と き／ 月２日㈮
時 分～（開場）
ところ
静内エクリプスホテル
入場料／８，０００円
チケット取扱所（問合せ）
大江運送
☎４２‐１０２３
㈱近藤商事
☎４２‐１６１２
18

11

▼

00

28

26

Ａｉｂａ祭

今年最後の開催になりま
す。たくさんのご参加お待
ちしております。
と き／ 月９日㈬
時 分から
ところ
さくらセレモニーホール
内 容／ガラポン抽選会、
生ビール購入割引券
問合せ
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
（内線２５１）
17

21

▼

11

10

公営住宅入居者

26

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

15

12

特定公共賃貸住宅
入居者

入居資格
①単身者で月額収入基準が
万８千円以上の方
②町税を滞納していない方
③暴力団関係者でない方
募集住宅
三石旭町Ａ団地 特公賃
募集戸数／１戸
間取り／１ＬＤＫ ・２㎡
月額家賃／３５，０００円
～５５，０００円（所得
により変動します）
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／平成 年 月下旬
～ 月上旬（予定）
申込期間
月 日㈬～ 月 日㈪
必要書類
①所得証明等の前年の収入
を証明できるもの
②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）
10

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

町では、統廃合により閉校となった小学校の校舎等を売却し、民間活力の導入により地域の活性化につながる事業に活用し
ていただきたいと考えており、希望される事業者からの応募をお待ちしています。
応募資格や必要書類、参考価格などの詳細については、静内庁舎契約管財課窓口で「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、町ホームページでもご覧いただけます。
○教職員住宅等のみ利用希望の場合は、ご相談願います（あらためて公募する場合があります）
。
●旧川合小学校 ( 静内川合108番地）

●旧延出小学校（三石豊岡198番地）

●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）
●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）

●旧川上小学校（三石川上133番地）
●旧静内第二中学校（東静内270番地11）

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

2016‐11

20

11

26

町静内体育館・山手体育館

11

問合せ／町静内体育館
☎４２‐００４８

30

30

30

30

10

水泳教室

受付開始／ 月９日㈬
ところ／町静内温水プール
これらの教室の受付は、
受付開始日の９時 分か
ら町静内温水プールの窓
口で行います。
なお、定員に満たない場
合に限り 時 分から電
話での受付を行います。
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２
30

競泳スプリント
タイムトライアル

00

と き／ 月 日㈯
時 分～
ところ／町静内温水プール
対 象／町内に住所を有す
る小学生以上の方
定 員／ 名（先着順）
種 目／板キック、クロー
ル、背泳ぎ、平泳ぎ、バ
タフライの５種目で各種
目 ｍか ｍ
参加料／２５０円
（小中学生無料）
応募期限
月 日㈬ 時 分まで
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

文化講座

11

18

毅天体教室
と き／ 月 日㈮、
月２日㈮
時 分～ 時 分
※晴天時、どちらかの日で
真歌山での天体観測を実
施する予定です。
ところ／町公民館
定 員／ 名（定員になり
次第締め切ります）
講 師／島田哲也氏
参加料／無料
毅はじめてのハーブ教室
と き／ 月 日㈮、
月３日㈯
時 分～ 時 分
※いずれも同じ内容で実施
します。ご都合の良い日
をお選び下さい。
ところ／町公民館
定 員／各 名（定員にな
り次第締め切ります）
講 師／本庄美穂氏
参加料／５００円
00

募集期間
月１日㈫～ 日㈮
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５

00

11

12

19

22

30

00

30

今年度の開放終了

25

17

毅アクアエクササイズ
と き／ 月８日㈫、
日㈭、 日㈫、 日㈭
Ｅコース
時 分～ 時 分
Ｆコース
時 分～ 時 分
対 象／町内に住所を有す
る高校生以上の方
定 員／各コース 名
（先着順）
内 容／フ ロ ー マ シ ン を
使った健康増進と、水中
運動の実技指導
参加料／１，０００円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／ 月 日㈫
毅第４期レベルアップ
スイミング
と き／ 月 日㈫、
日㈭、 日㈫、
月１日㈭、６日㈫
対 象／町内に住所を有す
る成人の方で、クロール
で ｍ以上泳げる方
定 員／ 名（先着順）
内 容／ク ロ ー ル の 泳 力
アップとバタフライを中
心とした技術指導
参加料／１，２５０円（申
込時にお支払い下さい）
25
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12 24

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા
混合バレーボール大会

00

11

13

50

次のとおり「第 回新ひ
だか町長杯争奪お父さん・
お母さん混合バレーボール
大会」を開催します。
ハッスルプレーに声援を
送って下さい。
と き／ 月 日㈰
８時 分（開会式）
ところ

乗馬教室

19

次のとおり、今年度の開
放を終了いたします。
たくさんのご利用ありが
とうございました。
静内川右岸パークゴルフ場
蓬莱山公園パークゴルフ場
終了日／ 月 日㈬まで
問合せ
町静内体育館
☎４２‐００４８
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９５）

11

毅町民子ども乗馬体験教室
と き
月５日㈯、 日㈯
どちらか１日
時 分～ 時 分
対象者／町内に住所を有す
る原則６歳以上中学３年
生以下の乗馬初心者
参加料
４８０円 用
+ 具代 円
定 員
２人以内（先着順）
毅町民乗馬体験教室
と き
月 日㈯、 日㈯
どちらか１日
時 分～ 時 分
対象者／町内に住所を有す
る 歳以上の乗馬初心者
参加料
９７０円 用
+ 具代 円
定 員
２人以内（先着順）
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
12

町民芸術祭開催中！

☎42‐0075
【問合せ】町公民館
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次の新成人代表を募集します。
予定内容 町民憲章朗読（１名）
、記念品の受け取
り（１名）、決意表明（１名）
募集期限 12月１日（木）
（定員を超える場合は、
厳正なる抽選を行い決定します）

00

平成29年１月８日（日）
受付／13時00分～ 式典／13時30分～
ところ 町公民館
対 象 平成８年４月２日から平成９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、進学等に
より、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２日（金）
までに町公民館にお申し込み下さい。
※①は11月22日（火）
、②は12月６日（火）
に、はがきでご案内します。
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新成人代表募集
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平成29年（第11回）新ひだか町成人式
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10月13日付で静内地区に新聞折込しました町民芸
術祭静内会場のチラシについて、一部誤りがありま
したので、訂正いたします。
［訂正箇所］
作品展示部門 第３展示開催日
（正）10月28日㈮～30日㈰
（誤）11月28日㈮～30日㈰
茶会 裏千家浅黄谷社中
（正）午前10時～午後３時
（誤）午後 １ 時～午後３時
関係者の方、ご観覧下さる皆様方には多大なるご迷
惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
【問合せ】新ひだか町民芸術祭実行委員会静内運営委員会事務局
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お詫びと訂正
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まなびの広場
まなびの広場

