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児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭

（ひとり親家庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給され

る手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する子どもについて、母（父）がその子どもを監護し、かつ生計を同じくしてい

る場合に支給されます。※支給対象となる子どもは、18歳に達する日以降の最初の３月31日までの間

にある子ども（障がいを有する場合は20歳未満）

・父母が婚姻を解消した子ども ・父（母）が死亡した子ども

・父（母）が一定程度の障がいの状態にある子ども ・父（母）の生死が明らかでない子ども

・父（母）が１年以上遺棄している子ども ・父（母）が１年以上拘禁されている子ども

・母が婚姻によらないで生まれた子ども

手当が支給されない場合

・子どもが児童福祉施設に入所したとき

・請求者及び児童が公的年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができる場合（ただし、夫婦のうち

１人が国民年金法か厚生年金保険法１級相当の障がいのあるときに、配偶者に支給される児童扶養手

当額が障害基礎年金の子加算額を上回るときは、受給することが可能）

・扶養義務者の所得が一定額以上である など

支給月額

受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により

決められます。

申請手続きに必要なもの

申請には、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本（抄本）や住民票、その他必要書類があります

ので、お問い合わせください。

支給日

４月、８月、12月の11日にそれぞれ前月分までが支払われます。

現況届

引続き児童扶養手当を受けるためには、認定後の毎年度８月に現況届の提出が必要です。

北海道では、妊娠を希望する出産経験のない女性等を対象に風しん抗体検査料を助成します。

対象者

・妊娠を希望する出産経験のない女性

・妊娠を希望する出産経験がなく、かつ抗体のできない女性の配偶者（事実上婚姻関係のあるものも含

む）並びに同居者

・妊婦（抗体価の低い）の配偶者並びに同居者

※「過去に風しん抗体検査を受けたことがある」、「過去に２回の風しんの予防接種を受けている」、「検査

により風しんと判断されたことがある」方は除きます。

お問い合わせ

空知総合振興局保健環境部保健行政室健康推進課保健予防係 （緯０１２６～２０～０１１５）

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ児童扶養手当制度のお知らせtopics ０１

あいくる保健福祉課
健康づくりＧ風しん抗体検査料の助成についてtopics ０２

一部支給全部支給

41,010円～9,680円41,020円児童１人の場合

5,000円の加算児童２人の場合

３人目以降１人につき3,000円の加算児童３人以上の場合
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特定健康診査は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。元気でいきい

きと過ごすために、年に１度の特定健診が重要です。健康なあなたも、忙しいあなたも、健診を受けて

健康管理に努めましょう。

対象者

・南幌町国民健康保険加入者で35歳～74歳

・後期高齢者医療加入者

受診方法

医療機関へお電話でお申し込みください

・町立南幌病院(月～土曜日) 緯３７８～２１１１

・みどり野医院(月～金曜日) 緯３７８～２６４８

・長沼内科消化器科(月～金曜日) 緯０１２３～８２～５３３３

お願い

南幌町国民健康保険加入の方で南幌町国民健康保険以外の健診を受けて結果をご提供いただける方

は、特定健診を受ける必要がありません。あいくる保健福祉課へお知らせください。(緯３７８～５８８８)

※特定健診は、各医療保険者が実施しています。詳しくは、あなたが加入している健康保険の保険者に

お問い合わせください。

北海道日本ハムファイターズマスコットキャラクター「Ｂ・Ｂ」が全道の市町

村を訪問するプロジェクト「212物語」の撮影で南幌町にやって来ます！

町内各所で南幌町の見どころなどの撮影を行った後、町民の皆さんと交流会を

行います。

なかなか札幌ドームまで足を運べない地元ファンの

皆さん、この機会にぜひＢ・Ｂに会いに来てください

ね！

日時 ８月25日（月）17時30分～18時30分

場所 南幌小学校体育館

※カメラ、色紙、サインペン、上靴は各自で用意してく

ださい。

ＪＡなんぽろ夜まつり・姉妹町熊本県多良木町物産展・蝦夷わら七夕飾り

猿開催日 ８月２日（土）15時～

猿場 所 Ａコープなんぽろ店駐車場

※雨天時はＡコープなんぽろ店横倉庫

猿内 容

・ＪＡなんぽろ夜まつり：ビールパーティー、歌謡ショー、ゲーム

イベント他

・多良木町物産展：球磨焼酎、桃、ふきの佃煮などの販売

盆おどり大会（日時、場所）

猿三重湖盆踊り大会：８月15日（金）18時30分～、リバーサイド遊友館駐車場、雨天順延

猿夕張太稲穂町内会盆踊り大会：８月16日（土）18時～、旧夕張太小学校グラウンド、雨天順延

猿なんぽろ盆踊り大会（子ども・一般・仮装）：８月20日（水）18時～、柳陽公園、雨天順延

産業振興課
商工観光Ｇ

北海道日本ハムファイターズ「Ｂ・Ｂ212物語」
ロケ交流会開催

topics ０４

住民課
医療介護Ｇ健康いちばん！特定健診topics ０３

産業振興課
まちづくり課８月イベント情報topics ０５

交流会の様子 球団マスコット
Ｂ・Ｂ
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町では、水害や地震を想定し、予想される各種災害に備えるため防災関係機関と町民が連携して、総

合的な訓練を行っています。今年度は訓練に加え「見て」・「参加して」・「体験して」、防災に触れて学ぶ

展示啓発や防災講演会を合わせて行うことから、名称を【南幌町防災フェスタ】に変更しました。

「災害」は日頃からの備えで「減災」に繋がります。この機会に是非、

ご参加ください。

日時 ８月31日(日) ９時～12時30分（予定）

場所 スポーツセンター

内容 （屋外）水防工法訓練、避難訓練、避難所開設訓練、

消火訓練、防災関連各種展示啓発 他

（屋内）防災講演会（講師：札幌管区気象台）

子どもの教育に係る経済的負担を軽減するため、高校生の通学費を一部補助しています。忘れずに申

請してください。

対 象 者 南幌町に住所を有し、自宅から高校に通学する生徒の保護者（町税等の滞納がないこと）

補 助 額 公共交通機関の定期購入額の２分の１（月額上限１万円）

※公共交通機関にはバス事業者が営む有償スクールバスを含みます。

申請方法 申請書に、学生証・通学定期券のコピーをつけて、定期券の有効期間内または購入日から

３ヵ月以内に教育委員会へ提出してください。

申請書は教育委員会にあります。※町ホームページからもダウンロードできます。

注意事項 通学定期券を更新する前に必ずコピーを取っておいてください。

※更新時に古い定期券が回収されるため

お問い合わせ 教育委員会生涯学習課学校教育Ｇ

住民税非課税世帯の方は、役場住民課嘘番窓口で申請することにより「減額認定証」が交付されます。

該当される方はお問い合わせください。

病院の窓口で「減額認定証」を提示することで、

猿窓口で一定額以上支払う必要がなくなります。

猿入院したときは、医療費の自己負担のほかに、食事代などが減額されます。

猿以前加入していた医療保険を含め過去12ヵ月で「減額認定証」が交付されていた期間の入院日数が

90日を超えている場合、申請し認定を受けると入院時の食事代がさらに減額されます。

お問い合わせ 住民課医療介護Ｇ

住宅等に太陽光発電システムを設置する場合やペレットストーブを購入する場合にその費用の一部を

補助します。

補助対象者や補助額等詳細については、町ホームページをご覧ください。なお、応募件数が多数の場

合は先着順として件数に達した時点で募集を終了します。

募集件数

・太陽光発電システム設置費用５件

・ペレットストーブ購入費用４件

募集期間 ８月15日(金)まで

総務課
総務Ｇ

南幌町防災フェスタ（旧南幌町総合防災訓練）の
開催について

topics ０６

教育委員会生涯学習課
学校教育Ｇ忘れていませんか？「高校生通学費補助申請」topics ０７

住民課
医療介護Ｇ

後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ
～「減額認定証」のお知らせ～

topics ０８

まちづくり課
企画情報Ｇ

住宅用太陽光発電システム設置及びペレットスト
ーブ購入補助

topics ０９



２０１４.８NANPORO 1111111111100000000000

日程

煙８月４日（月）：６区の一部（市街地区）、７区の一部（市街地区）、14区、15区、西町

煙８月５日（火）：北町、中央（旧ＨＫハイム）、緑町、東町、美園

煙８月８日（金）：三重、青葉、６区の一部（市街地区を除く）、７区の一部（市街地区を除く）、８区、

９区、10区、11区、12区、13区、中樹林、稲穂、晩翠工業団地居住地区

出し方の注意

・収集日の当日朝８時30分までに指定のごみステーションに出しましょう。

・残されたごみは、出した方が責任を持って持ち帰りましょう。

粗大ごみのときに多い間違い

・スキー靴、掃除機、炊飯器など、指定袋に入るごみは収集されません。通常のごみの日に出してく

ださい。

・ごみを段ボール、発砲スチロール、ビニール袋の中に入れたものは収集されません。

・野菜、草花の茎をひもでしばったものは粗大ごみで収集されません。

収集されないもの

・車輌部品（バンパー、タイヤ、オイル缶、バッテリー）、消火器、ドラム缶、コンクリート、ブロッ

クは収集されません。

・家電製品（テレビ、洗濯機、冷蔵（凍）庫、エアコン）、パソコンは収集できません。家電リサイク

ル法に基づき適正に処理してください。

脳疾患の早期発見のために、ＭＲＩ移動検診車による巡回脳検診を実施します。

日 時 ８月28日(木)、29日(金) ８時15分～15時

30日(土) ８時15分～10時30分

場 所 保健福祉総合センターあいくる

対 称 今年度40歳以上で、過去３年間町の脳検診未受診の方

金 額 5,000円

申込期間 ８月４日～８日 ※定員になり次第締切

そ の 他 ペースメーカーを使用の方は受診できません。

受診に際して、検診結果等の情報を管理しますのでご理解ください。

お問い合わせ あいくる保健福祉課健康づくりＧ

４月１日からの消費税率引き上げの影響を緩和する臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金・子

育て世帯臨時特例給付金の受付が７月７日からあいくるで始まりました。

関係書類が届き、まだ申請に来られていない方はあいくるまでお越しください。

申請期間 10月７日（火）まで

ご持参いただくもの

猿申請書

猿印鑑

猿免許証、健康保険証等本人確認書類の写し（臨時福祉給付金は世帯全員分）

猿通帳の写し（金融機関及び支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分か

るもの）

※子育て世帯臨時特例給付金で、児童手当の受取口座を指定する場合は本人

確認書類・通帳の写しは不要です。

お問い合わせ あいくる保健福祉課福祉障がいＧ

あいくる保健福祉課
健康づくりＧ巡回脳検診topics １１

住民課
環境交通Ｇ家庭の粗大ごみを収集しますtopics １０

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
受付が始まりました

topics １２
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皆さんより不燃ごみとして出していただいている携帯電話につきましては、小型家電回収品目として、

平成26年４月より南空知公衆衛生組合で回収しています。携帯電話には多くの個人情報が含まれている

ことから、ごみとして出される場合は登録されているデーターを消去し、ＳＤカー

ドやデーターカードを必ず抜き取ってから不燃ごみ用指定袋（青色袋）に入れて出

すようお願いします。

お問い合わせ

・南空知公衆衛生組合(緯０１２３～８８～３９００)

・住民課環境交通Ｇ

全道の里親及び関係者が一同に集う「北海道里親研修大会」が８年ぶりに岩見沢市で開催されます。「里

親」とは、様々な事情により家庭で生活できない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する制度

です。一般参加も自由ですので、この機会に是非ご参加いただき、一緒に里親制度について考えてみま

せんか。

日時 ９月７日（日）10時～15時

場所 ホテルサンプラザ ３階「太陽の間」

内容

９時30分 ：受付

10時～11時 ：式典、里親表彰

11時～12時30分：特別講演「本当の“里親力”とは？ 心のケアが自立につながる」

13時15分～15時：シンポジウム「子どもたちの自立に向けた支援について考える」

料金 無料

お問い合わせ 大会実行委員会事務局（岩見沢児童相談所）

（岩見沢市鳩が丘１丁目９番16号 緯０１２６～２２～１１１９）

家庭用ローラー式電気マッサージ器を正しく使いましょう！

家庭用電気マッサージ器を誤って使用（ローラー部の布カバーが外れた状態での使用、本来足に使用

するものを背中に使用）し、衣服がローラー部に巻き込まれ窒息死するという事故がありました。この

ような商品を購入した場合は、使用上の注意事項をよく読み、正しい使い方をしましょう。

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます

平成27年４月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります。

お問い合わせ 北海道高齢・障害者雇用支援センター（緯２００～６６８５）

住民課
環境交通Ｇ「携帯電話」のごみ出し時の注意についてtopics １３

保健福祉課
福祉障がいＧ北海道里親研修大会開催のお知らせtopics １４

産業振興課
商工観光Ｇ消費者庁よりお知らせtopics １５

司法書士すずかぜ合同事務所
SuzukazeShiho-shoshiOffice

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積積りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりはははははははははははははははははははははははははははははははははは無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料でででででででででででででででででででででででででででででででででで見積りは無料ですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ご自宅への出張相談も
承っております。

土地建物の名義変更はお です
相続登記、親から子への生前贈与、離婚の際の財産分与など

江別育ちの が
司法書士 大桃 涼輔

無無料相談予無料相談予約約
専用ダイヤ専用ダイヤルル

司法書士 落合 亮

江別市東野幌本町３番地１０ＴＳビル２Ｆ◆受付時間９：００～１８：００（土・日・祝定休）

幌 南 から を 幌 へ 分

代表司法書士大桃 涼輔

不動産の名義変更を怠っていると、面倒な手続き（裁判など）が必
要になってしまうことがあります。まずは一度ご相談ください。

０００ ３３１１２２ ８８００２２５５５５-- --００

広告

愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇

空
空
空
空
空
空
空
空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶

我が国固有の領土である北方四島の早期返還の

実現について、国の外交交渉を積極的に後押しし、

更なる道民世論の集結を図るため、毎年８月１日か

ら31日までを「北方領土返還要求運動強調月間」と

して定めています。

役場庁舎並びにあいくるに北方領土返還要求署

名コーナーを設置していますので趣旨をご理解い

ただき、署名のご協力をお願いします。

北方領土返還要求署名コーナーを設置

しています お問い合わせ：総務課総務Ｇ


