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町では、自然災害（火災を除く）によって、家屋などが破損した場合、町職員が被害状況を確認し、罹災

証明書等を交付します。

証明内容

猿罹災証明書：住家の被害認定基準運用指針により被害認定できる住宅等の建物を対象とした証明

猿罹災届出証明書：罹災証明書では証明できない、土地、家財道具、門、塀などを対象として被災された

ことを届け出た旨を証明

猿証明区分：「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」

猿申請受付・交付場所：税務課（役場１階）

猿申請に必要なもの：・窓口に来られる方の身分証明書（免許証、健康保険証など）

・代理の方が来られる場合は、委任状も必要です

猿手数料：無料

お問い合わせ 税務課課税Ｇ

平成25年10月１日に閣議決定された「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」については、住民の皆さんへご

連絡や給付を行う段階ではありません。具体的な給付方法などが決まり次第、速やかに広報等でお知らせし

ますので、「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」に関する次のことに注意してください。

猿市町村や厚生労働省などが銀行・コンビニなどのＡＴＭの操作をお願いすることは、絶対にありません。

猿ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振込んでもらうことは絶対にできません。

猿市町村や厚生労働省などが、「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」の給付のために、手数料などの振込み

を求めることは絶対にありません。

猿市町村や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは

絶対にありません。

お問い合わせ あいくる保健福祉課福祉障がいＧ

税務課
課税Ｇ罹災証明書等の交付についてtopics ０１

煙役場（緯378～2121）

長幌上水道企業団（緯0123～82～5700）

12月31日（火）～１月５日（日）まで休業

煙あいくる（緯378～5888）

12月31日（火）～１月５日（日）まで休館

※浴場は12月31日（火）・１月４日（土）・５日（日）いずれも

13時～18時まで営業。（１月１日（祝）～３日（金）は休業）

煙ビューロー（緯378～7010）

12月31日（火）～１月３日（金）まで休館

※販売所、軽食コーナーは、１月５日（日）まで休業

煙公民館・改善センター（緯378～2001）

スポーツセンター（緯378～3190）

三重レークハウス（緯378～1270）

夕張太ふれあい館（緯378～1855）

いずれも12月30日（月）～１月６日（月）まで休館

煙町立病院（緯378～2111）

12月28日（土）午後～１月３日（金）まで休診

なお、１月４日（土）は午前のみの診療となります。

煙南空知公衆衛生組合ごみ処理場（緯0123～88～3900）

12月31日（火）～１月５日（日）まで休業

（直接搬入も受け入れしません）

煙ごみの収集

12月30日（月）まで通常どおり収集、直接搬入の受け入

れします。

・市街地区、12区→特別収集として

１月４日（土）に不燃ごみ及び段ボール類以外を収集。

・６区、13区、中樹林、三重地区→特別収集として１月

４日（土）に生ごみ、可燃ごみを収集。

１月６日（月）より通常収集。

煙し尿処理（協業組合エクセル三和）（緯372～2011）

12月31日（火）～１月５日（日）まで休業

・12月20日（金）までの受付分は12月30日（月）までに収集。

・12月21日（土）以降の受付分は１月６日（月）から収集。

なお、年始の申し込みは１月４日（土）から受付します。

注）トイレの中にビニール袋・紙おむつ・タオルなどを

捨てないようにお願いします。

（道央地区環境衛生組合緯３７２～３２０２）

年末年始休業のお知らせ
2013 2014

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ

｢簡素な給付措置（臨時福祉給付金）｣をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意

topics ０２
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町内巡回バスは昨年10月１日より、平成23年度に実施したデマンドバス実証運行の利用者宅付近を走行す

る路線に延長して運行しています。幹線バス系統と町内巡回バスの乗り継ぎなどの効率的な利用と町内巡回

バスの利用促進を行うため、全便において南幌温泉を経由する路線としています。

便 数 １日３便運行

運行日 週２回、火曜日と木曜日

運 賃 一般区域：１回200円 ※小学生、身体障害者手帳や療育手帳等がある方は100円

市街地路線バス区間：１回160円 ※小学生、身体障害者手帳や療育手帳等がある方は80円

運休日・運休期間

・月、水、金、土、日曜日、祝日

・平成25年12月31日から平成26年１月４日まで運休（平成26年は、１月７日(火)から運行します。）

※乗車場所・運行日によりますが、朝１便で南幌温泉に行くことができます。

※冬になると、自動車運転による心配などから出かける機会が減少しますが、病院、買い物、温泉、公共

施設などにも行くことが出来ますのでお気軽に巡回バスをご利用ください。

北海道住宅供給公社では、みどり野団地の販売促進を図るため、子育て・高齢者支援や複数区画購入割引

などのキャンペーンを実施しています。このキャンペーンのご利用により１区画200万円台から購入するこ

とも可能で大変お得な内容となっています。

みどり野団地分譲概要 ※平成25年度の分譲受付は、１月31日（金）まで

猿区画面積 １区画平均315㎡（約95坪）

猿分譲価格 平均15,200円／㎡ 最多分譲価格帯400万円台

割引キャンペーン

猿子育て支援：18歳未満のお子さんがいるご家庭 30％割引

猿高齢者支援：65歳以上の高齢者が入居・同居するご家庭 30％割引

猿複数区画割引：複数区画同時購入 ２区画10％割引、３区画20％割引

お問い合わせ

猿北海道住宅供給公社販売担当 緯２８１～３７１２

猿まちづくり課企業誘致Ｇ

注文した覚えがないのに健康食品を送り付けられるトラブルの中で、「商品と一緒に現金書留封筒が送ら

れ、その後電話などで脅すような口調で支払を迫られた」という相談が寄せられています。

相談事例（国民生活センターより）

「注文を受けた健康食品を送る」と電話がかかってきた。注文する気がないことを伝えると、「キャンセルで

きない。申込みを録音している。裁判にかける」などと言われ、仕方なく受け取りを承諾した。商品が届き、

箱の中には、こちらの名前や商品の金額などが既に記入された現金書留の封筒が一緒に入っていた。数日後、

業者から「年金が入ったら、すぐ払え」と電話があり、電報まで届いた。

消費者へのアドバイス

断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられても、安易に受け取らないようにしましょう。もし受

け取ってしまっても絶対にお金を支払わずに南空知消費生活相談室にご相談ください。

お問い合わせ・相談

猿南空知消費生活相談室 緯０１２３～７２～３５８１（毎週月・木曜日 13時～16時）

猿産業振興課商工観光Ｇ（消費生活相談窓口）

まちづくり課
企画情報Ｇ町内巡回バスを利用しましょうtopics ０３

まちづくり課
企業誘致Ｇ南幌ニュータウンみどり野団地分譲のお知らせtopics ０４

産業振興課
商工観光Ｇ健康食品送りつけの新手口にご注意ください！topics ０５
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平成25年12月開催の第４回議会定例会において指定管理者の指定が議決され、下記のとおり指定を行った

のでお知らせします。

公の施設の名称（指定管理者指定団体）

・西町コミュニティセンター（西町町内会） ・北町コミュニティセンター（北町町内会）

・緑町コミュニティセンター（緑町町内会） ・東町コミュニティセンター（東町町内会）

・栄町コミュニティセンター（第14区） ・中央寿の家（第15区）

・鶴城寿の家（第８区） ・中樹林福祉の家（中樹林自治区）

・川向福祉の家（第13区）

・夕張太地区集落センター（夕張太集落センター運営委員会）

・晩翠地区集落センター（晩翠集落センター運営委員会）

・野菜育苗施設 ・長ねぎ選別施設 ・南幌町ライスターミナル

・南幌町穀類乾燥調製貯蔵施設 ・西幌地区籾乾燥調製施設

・夕張太西地区籾乾燥調製施設 以上６施設（南幌町農業協同組合）

・南幌町農産物加工施設（株式会社南幌町農産物加工センター）

・カートコース（南幌カートスポーツクラブ）

指定期間

平成26年４月１日から平成31年３月31まで

町では、昨今の灯油価格の高騰に伴い、昨年度に引き続き、暖房用の灯油購入費を助成する「あったか灯

油事業」を実施しますので、対象世帯の方は忘れずに申請してください。

なお、今回より下記対象世帯の（１）から（３）と同居する別世帯が町民税非課税の場合は、新たに対象

となりました。

対象世帯

南幌町に住所があり、平成25年度住民税が非課税であって、次のいずれかに該当する世帯

（１）70歳以上（昭和19年３月31日以前の生まれ）の高齢者のみの世帯

（２）重度心身障がい児・者（身体障がい者１・２級及び３級の内部疾患、療育手帳Ａ判定、精神障がい者

福祉手帳１・２級）のいる世帯

（３）ひとり親世帯（平成７年４月２日以降に生まれた子どものいる世帯）

（４）その他町長が認める世帯（詳しくはお問い合わせください）

※平成25年度住民税納付書が届いている世帯は対象外です。

※受付期間に社会福祉施設入所中、病院入院中及び被保護世帯は対象外となります。

助成金額

１世帯あたり 10,000円

申請手続き

助成を受けようとする方は、下記の受付期間内に申請書（あったか灯油支給申請書）をあいくるに提出し

てください。印鑑と世帯主本人の金融機関口座の通帳もご持参願います。

受付期間

１月６日（月）～３月31日（月）：８時30分～17時まで ※土・日曜日・祝日を除く

特別窓口開設

１月９日(木)、30日(木)：17時～20時

その他

電話による課税状況のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承願います。

お問い合わせ

ご不明な点がありましたら、あいくる保健福祉課福祉障がいＧまでお問い合わせください。

総務課
財務Ｇ指定管理者の指定についてtopics ０６

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧあったか灯油（灯油購入費助成）事業を実施しますtopics ０７
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１ヵ月の医療費の一部負担金（食事代や差額ベッド代などは除く。）が、所得や年齢に応じて定められてい

る自己負担限度額を超えた場合、超えた額が加入している健康保険から支給されます。高額療養費は申請す

ることによって支給されますので、支給対象と思われる方は忘れずに申請してください。ただし、南幌町国

保以外の健康保険に加入されている方は、申請方法が違いますので加入されている健康保険に直接お問い合

わせ願います。

また、診療月の翌月１日から２年で時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。

南幌町国保に加入の方は支給申請についてお知らせする通知はがきが送付されます。なお、次の方法で計

算した個人ごとの一部負担金が、所得や年齢に応じた自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象と

なります。

猿同じ診療月に医療機関ごと（外来・入院・歯科に分けて）に、一部負担金（３割）が21,000円以上のも

のを合算。（70歳以上の方は金額、歯科・調剤の区別なく全て合算）

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

※１「総所得金額等」が600万円を超える世帯。もしくは所得の確認ができない方がいる場合

70歳以上の方の自己負担限度額

※申請には領収証（原本）と印鑑・振込口座がわかるものが必要です。 領収証は、再発行されませんので大

切に保管してください。

入院するとき・外来で高額な診療を受けるときは（申請に必要なもの…国民健康保険証、印鑑）

75歳未満(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された人は除く)の方が入院すると

き、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示した場合、

ひとつの医療機関窓口での同月中の支払いが自己負担限度額までとなります。保険が適用される高額な診療

を受ける方は、一時的な負担を減らすことができる場合がありますので、どうぞご利用ください。

ただし、70歳以上の方の場合は住民税非課税世帯であることが交付対象となります。

※国民健康保険税に滞納のある世帯には認定証は交付できません。

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までの方が加入することになっており、学生であっても20歳

以上であれば加入して保険料を納めることになります。

国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡

くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあ

ると年金が受けられないこともあります。「あの時に・・・」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう！

学生の方や収入等がなく保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」（30

歳未満）など保険料納付猶予制度がありますので、住民課戸籍年金Ｇで国民年金の加入手続きと併せて申請

してください。

住民課
医療介護Ｇ

高額療養費の支給申請をお忘れなく！
領収書をもう一度確認しましょう

topics ０８

住民課
戸籍年金Ｇ20歳になったら国民年金topics ０９

過去12ヵ月の間で
４回目以降限度額

３回目まで所得区分

83,400円150,000円＋（医療費－500,000円）×１％上位所得世帯※１

44,400円80,100円＋（医療費－267,000円）×１％一般世帯

24,600円35,400円住民税非課税世帯

外 来 ＋ 入 院 （ 世 帯 単 位 ）外来（個人単位）所得区分

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％

（過去12ヵ月の間で４回目以降限度額 44,400円）
44,400円現役並み所得者

44,400円12,000円一 般

24,600円8,000円低所得者 Ⅱ

15,000円8,000円低所得者 Ⅰ
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高額介護合算療養費制度

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それぞれ支給されますので、後日、北海道後期高齢者医療広域連合より送

付される案内により役場住民課医療介護Ｇへ申請してください。

※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。

※支給額が500円以下の場合は支給されません。

猿自己負担額（１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日）

※１ 世帯全員が住民税非課税

※２ 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円

以下）、または老齢福祉年金を受給している方。

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、希望者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３月（平成25年７～12月分）に行いますので、新たに発行を希望される方は、住民課医療介護

Ｇまでご連絡ください。

※既に医療費通知の送付を希望されている方は、今後も継続して発行しますので、申し込みは不要です。

※医療費通知を確定申告「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

お問い合わせ

・住民課医療介護Ｇ ・北海道後期高齢者医療広域連合（緯２９０～５６０１）

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害が起きることがあります。もし、

予防接種による健康被害が起きた場合、救済給付を行うための制度があります。

給付の種類

猿医療機関での治療を受けた場合

治療に要した医療費（自己負担分）と治療を受けるために要した諸費用を支給します。

猿障害が残ってしまった場合

年に４回、障害の残った子供を養育するための障害児養育年金（18歳以上の場合は障害年金）を支給し

ます。

猿亡くなられた場合

葬祭料及び一時金（インフルエンザワクチンの場合は一時金または年金）を支給します。

給付の決定

予防接種した後に発熱したり、接種したところが赤くなったり腫れたりすることや、重い場合だと、脳炎

や神経障害などの副反応が起きることがあります。しかし、その副反応は予防接種が原因ではなく、偶然、

予防接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。このため、厚生労働省が設置する疾

病・障害認定審査会で審査を行い、予防接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、予防接種に

よる健康被害と認められた場合に給付を決定します。

申請・お問い合わせ

あいくる保健福祉課健康づくりＧ

住民課
医療介護Ｇ後期高齢者医療制度からのお知らせtopics １０

あいくる保健福祉課
健康づくりＧご存知ですか？予防接種後健康被害救済制度topics １１

自己負担額の合計の限度額区分負担割合

67万円現役並み所得者３割

56万円一 般

１割 31万円区分衛（※１）
住民税非課税世帯

19万円区分英（※２）


