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町では、協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決などに取り組む活動を積極的に応援しま

す。この事業は、「地域おこしのために、こんなことをやってみたい」など、町内の団体（５名以上）が

自主的に取り組む公益的で非営利かつ特色ある活動に対して助成するものです。

なお、団体が円滑な事業推進のために町でサポートすることもできます。また、既存の団体活動事業

であっても、この補助金を活用して新たな工夫が加えられる事業も対象となります。

ただし、本町から団体運営に関する補助金を受けている団体は除きます。

実施事業期限 平成28年２月15日(月)までに完了する事業

申請受付期限 事業を実施する日のおおむね２ヵ月前までに申請してください。

補助メニュー ①協働のまちづくり事業（補助率10分の８以内 補助上限額50万円）

渦地域コミュニティ活性化事業（補助率10分の７以内 補助上限額30万円）

嘘地域交流推進事業（補助率10分の５以内 補助上限額30万円）

詳しくは広報７月号または南幌町ホームページをご覧ください。なお、申請をお考えの団体は、必ず

事前にお問い合わせください。

不審者に声をかけられたり襲われそうになったときは、ステッカー

標示の「子ども110番の家」に駆け込むようお子さんに指導願います。

「子ども110番の家」は、お子さんの保護や警察への通報を任務とし

ています。

北海道住宅供給公社では、原則として南幌町在住の方を対象にみどり野団地の宅地購入者を紹介いた

だいた方へ『５万円相当の商品券』を贈呈する紹介キャンペーンを実施しています。お知り合いの方で、

みどり野団地での生活をご検討されている方がいましたら、ぜひこの紹介制度をご利用ください。

紹 介 方 法 紹介カードに必要事項を記入し、北海道住宅供給公社または役場まちづくり課へ提

出してください。（郵送・ＦＡＸ等は不可）※紹介カードは北海道住宅供給公社ホー

ムページからダウンロードできるほか、役場まちづくり課でもお渡しします。

紹 介 の 成 立 紹介カードを受理した日から６ヵ月以内に土地譲渡契約を締結し、所有権移転登記

が完了した場合

制度対象除外者 ・購入希望者の同居親族 ・宅地取引を業とする者

お問い合わせ 北海道住宅供給公社販売担当（緯２８１～３７１２）またはまちづくり課企業誘致Ｇ

10年の後納制度は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです。こ

の制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。この後納制度は、平成27年９月30日をも

って終了します。終了後10月１日から３年に限り、過去５年間に納め忘れた国民年金保険料が納付でき

る「５年の後納制度」が始まりますが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額

が高くなります。なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。後納制

度を利用するには、申込みが必要です。詳しくは国民年金保険料専用ダイヤル（緯０５７０～０１１～０５０）ま

たはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

まちづくり課
企画情報Ｇまちづくり活動支援事業補助金をご活用くださいtopics ０１

南幌町生活安全推進協議会
事務局：住民課環境交通Ｇ

不審者に注意！
なにかのときは、「子ども110番の家」へ

topics ０２

まちづくり課
企業誘致Ｇ

宅地購入希望者をご紹介ください！
～南幌ニュータウンみどり野団地～

topics ０３

住民課
戸籍年金Ｇ国民年金保険料「10年の後納制度」topics ０４
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【ごみの搬入時に搬入者の確認を実施します】

南空知公衆衛生組合では、南幌町・長沼町・由仁町にお住まいの家庭及び会社等から排出される一般

廃棄物（ごみ）の受入、処理を行っていますが、最近、３町以外の方によるごみの持ち込みが散見され

ている事から、確認のため10月１日よりごみの搬入時に、個人の方にはお住まいの町名及び町内会名を、

事業所の方には会社名と会社の所在地をお尋ねします。

その際にお住いの住所、町内会名や会社名、会社の所在地を明確に答えられない場合については、運

転免許証等の提示を求める場合があり、確認できない場合は、持ち込まれた一般廃棄物（ごみ）の受入

はできませんので、ご理解とご協力をお願いします。

【ごみの直接搬入及び、もみ殻搬入を一時休止します】

南空知公衆衛生組合では、ごみ計量システム更新のため、次の期間中、ごみの直接搬入及びもみ殻搬

入の受入を一時休止します。 皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

受入休止期間 10月10日(土)から13日(火)まで

妊娠20週ごろまでに風しんにかかると、耳が聞こえにくい、心臓に異常が出るなどの障がい（先天性

風しん症候群）を持った子どもが生まれることがあります。町では、先天性風しん症候群を防ぎ、安心

して妊娠及び出産していただけるよう、風しん予防接種の費用を助成します。

対象者 医療機関や妊婦健康診査で受けた風しん抗体検査で、風しんの抗体が低いと診断された方の

うち「妊娠を希望する女性とその夫」と「妊娠中の女性の夫」が対象になります。

次の方は、北海道から風しん抗体検査費用の助成を受けることができます。

・妊娠を希望する出産したことがない女性

・妊娠を希望する出産経験のなく、かつ抗体のできない女性の夫並びに同居者

・妊婦（抗体価の低い）の夫並びに同居者

※「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。

※夫には、事実上婚姻関係にある方も含みます。

助成額 予防接種の２分の１程度を助成します。(平成27年度の自己負担額4,500円)

接種医療機関 町立南幌病院（緯３７８～２１１１）

猿接種日の２日前までに直接予約してください。

猿接種するときは、風しん抗体検査結果が書かれている書類、または検査法や検査結果が記載されて

いる母子手帳と接種費用をご持参ください。

※風しん抗体検査の結果や母子手帳に記載されている内容等でご不明な点がありましたら、あいくる保

健福祉課健康づくりＧまでお問い合わせください。

南空知公衆衛生組合
緯０１２３～８８～３９００南空知公衆衛生組合からのお知らせtopics ０５

あいくる保健福祉課
健康づくりＧ

妊娠を希望する方に風しん予防接種費用を助成し
ます

topics ０６

広告

生活に密着した地元紙

北 海 道 新 聞
道 新 ス ポ ー ツ
日 本 経 済 新 聞
朝日・日刊スポーツ

緯３７８－２７５５ 胃３７８－３３１０北海道新聞松田販売所

・職種 朝刊配達

・年齢 高校生以上

・休日 週１回

・給与 月28,000円～80,000円
（配達区域によって変動あり）

朝朝刊配達スタッフ募朝刊配達スタッフ募集集



２０１５.９NANPORO 1111111111166666666666

里親とは、親の病気や離婚などさまざまな事情によって家庭で生活することができないお子さんを、

自分の家庭に迎い入れ、愛情とまごころをこめて養育してくださる方のことです。里親には、次のよう

な種別があります。

猿養育里親：保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（要

保護児童）を、一時的または継続的にその家庭内に預かり養育する里親。（養育里親研修を

修了した方）

猿専門里親：要保護児童のうち、児童虐待などの行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行等の

問題を有する児童及び身体などに障がいのある児童を養育する里親。（養育里親のうち、一

定の資格要件を有し、専門里親研修を修了した方）

猿養子縁組希望里親：養子縁組によって養親になることを希望する里親。

猿親族里親：要保護児童の両親その他児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院

などの状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない児童を養育する里

親。（要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族の方）

里親制度について、もっと詳しく知りたい方、里親を希望される方は、岩見沢児童相談所（緯０１２６～

２２～１１１９）またはあいくる保健福祉課福祉障がいＧ（緯３７８～５８８８）にご連絡ください。

北海道では経済的な負担を軽減するため、一定の要件を満たした方に北海道内の取扱店で利用できる

商品券（5,000円分）を配布します。給付対象者等については、次のとおりです。

【要介護の方、障がいのある方】

平成27年４月１日時点で北海道または道内市町村が認定している次の項目に該当する方には、事務局

より「事業案内兼交付申請書」が送付されますので、必要事項を記入し、郵送により申請してください。

煙要介護認定３以上の方 煙障害支援（程度）区分４以上の方 煙特別障害者手当受給者

煙経過的福祉手当受給者 煙特別児童扶養手当受給者

お問い合わせ ホッカイドウ・ハートフル臨時支援事業事務局（緯３３０～８０４１）

【妊産婦の方】

平成27年中に「母子健康手帳」を交付された方で、申請時に北海道内に居住している方には、「母子健

康手帳」の交付時に窓口より「商品券交付申請書」をお渡ししますので、郵送により申請してください。

既に「母子健康手帳」の交付を受けている方は、「母子健康手帳」を持参の上、あいくる窓口にて申請

書をお受け取りください。

お問い合わせ こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業事務局（緯３３０～８５２３）

【商品券の利用期間】

10月１日(木)～平成28年１月31日(日)

詳細は、特設ホームページ（http://www.heartful-premama-hkd.jp）をご覧ください。

自立支援医療（精神通院医療）とは、躁うつ病や統合失調症などの精神疾患により継続して通院によ

る治療が必要な方に、通院のための医療費の自己負担額を軽減するものです。

申請により認定された場合は、通院医療費の自己負担額が原則１割となり、所得状況に応じて１ヵ月

あたりの負担上限額が決定されます。（入院医療費は対象外です。）

詳細については、あいくる保健福祉課福祉障がいＧ（緯３７８～５８８８）または、かかりつけの医療機関に

お問い合わせください。

対象となる疾患 統合失調症／うつ病、躁うつ病などの気分障害／不安障害／てんかん など

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ里親制度をご存知ですか？topics ０７

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ

ホッカイドウ・ハートフル臨時支援事業
こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業

topics ０８

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ自立支援医療（精神通院医療）についてtopics ０９
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採用予定人数・勤務地 ・消防署（栗山） １名 ・長沼支署 １名

採用条件

燕救急救命士資格取得者（平成28年３月資格取得見込み者含む）で平成５年４月２日以降に生まれた者

燕心身強健で、視力両眼で0.8以上・左右各0.5以上（眼鏡可）及び聴力が正常な者

燕採用時普通自動車免許１種取得者で、勤務地に居住できる者

※採用時に大型自動車免許を取得していない者については、採用後、同免許を取得すること。

※採用内定後救急救命士の資格を取得できない場合は、内定を取り消すこともあります。

煙次のいずれかに該当する者は受験できません。

・日本国籍を有しない者 ・地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する者

提出書類

履歴書・卒業証明書（見込み含む）・学業成績書・健康診断書・自動車運転免許証（写）・救急救命士資格

取得者は免許証（写）・勤務希望地申出書

※履歴書・健康診断書・勤務希望地申出書については、南空知消防組合指定用紙を使用すること。

願書の締切り ９月25日(金)必着

試験日及び場所等

燕１次試験：10月18日(日)９時～15時 南空知消防組合消防本部

（科目 一般教養・作文・適性検査・体力測定）

燕２次試験（面接試験）：11月上旬 ※詳しくは、１次試験結果通知時にお知らせします。

提出先 南空知消防組合消防本部（〒069－1511 夕張郡栗山町中央３丁目309番地２）

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歳から74歳までの方 ・後期高齢者医療加入者

健診日程

上記以外の日に受診する場合は、下記の医療機関へ直接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

注意事項 南幌町国保加入の方で南幌町国保以外の健診を受けた方は、特定健診を受ける必要があり

ませんが、結果をご提供いだける場合は、あいくる（緯３７８～５８８８）へお知らせください。

南空知消防組合消防本部
緯０１２３～７２～１８３５平成28年度南空知消防組合消防職員募集topics １０

広告

住民課
医療介護Ｇ健康いちばん！特定健診topics １１

料金申込み健診場所集団健診実施日

1,000円
９月30日までに「あいくる」

（緯３７８～５８８８）へ
町立南幌病院10月25日(日)

現在、20歳から67歳の職員が元気に働いていますが、当施設でも人手不足の状態です。介護に

興味・関心をお持ちの方、週に２～３日、又は３～４時間程度から仕事をしてみたいと思われる

方、将来のご家族の為ご自身の知識や経験にとお考えの方、ご相談のお電話お待ちしています。

鞄介護職員（正職員・臨時職員）若干名
臼正職員 渦臨時職員

鞄内容
臼入所者の介護業務全般
渦入浴介助員・介護業務全般

鞄時間
臼シフト制（夜勤 22時～７時）
渦９時～12時・９時30分～18時30分
＊週２～４日

鞄給与
臼月15万円～（夜勤手当１回5,000円）
渦時給800円
＊処遇改善手当（臨時職員にも支給）

鞄お問い合わせ
南幌町元町２丁目２番２号
特別養護老人ホーム 南幌みどり苑
緯３７８～１５５６（事務局 山下）
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