
77777777777 NANPORO２０１６.１1

■日程

　毅11月７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

　毅11月８日(火)　北町、中央（旧ＨＫハイム）、緑町、東町、美園

　毅11月１１日(金)　三重、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

■粗大ごみの時に多い間違い

　毅指定袋に入る大きさのものは、粗大ごみで収集されません。

　毅車両部品や機械部品、家電製品（テレビ、洗濯機、冷蔵（凍）庫、エアコン、パソコン）は収集さ

　　れません。それぞれ適正に処理してください。

　毅ごみをダンボールやビニール袋、発砲スチロールの中に入れたものは収集できません。きちんと分

　　別をし、指定袋に入れて通常のごみ収集日に出してください。

　毅野菜の茎、草花の茎をひもでしばっても粗大ごみで収集されません。

　　可燃ごみ指定袋（赤色）に入る大きさに切って通常のごみ収集日に出してください。

　毅詳しくは「平成28年度版ごみの分け方・出し方のしおり」をご確認ください。

■出し方の注意

　毅収集日の当日朝８時30分までに指定のステーションに出しましょう。

　毅回収されずに残されたごみは、出した方が責任を持って、持ち帰りましょう。

■お問い合わせ　南空知公衆衛生組合（緯０１２３～８８～３９００）または役場住民課環境交通Ｇ

毎年、この時期にホームタンクの灯油漏えい事故や盗難被害が多発しています。

■灯油の漏えい事故防止！

灯油を給油される前にタンクや配管の点検を行いましょう。

　毅タンク脚部が損傷したり不安定になっていないか。

　毅配管やストレーナーに亀裂、損傷はないか。

■灯油盗難の被害防止！

　ホームタンクからの盗難や灯油ポリタンクの盗難が発生しています。

　毅ホームタンクには盗難防止器具を取り付けましょう。

　毅ポリタンクは鍵のかかる場所に保管し、確実な施錠をしましょう。

■お問い合わせ　住民課環境交通Ｇ

　

　「南幌町子育てガイドブック」がカラー版の冊子で完成しました。

　南幌町保健福祉総合センターあいくるをはじめ、町内の公共施設等に

配置していますので、子育てをしている方や、これから子育てをしよう

とする方は、ご自由にお持ちください。

　10月より南空知公衆衛生組合のホームページ（http://minamisorati.jp）が開設されました。ホーム

ページでは、組合の概要、ごみの出し方・分け方などを調べることができますのでご活用ください。

■お問い合わせ　南空知公衆衛生組合総務課総務係（緯０１２３～８８～３９００）

住民課
環境交通Ｇ

「自宅は大丈夫」と思い込みをしていませんか？
ホームタンクの点検を！！

topics 02

住民課
環境交通Ｇ本年度最後の粗大ごみの収集となります！topics 01

あいくる保健福祉課
健康子育てＧ南幌町子育てガイドブックができました！！topics 03

住民課
環境交通Ｇ南空知公衆衛生組合ホームページの開設についてtopics 04
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介護保険制度の改正により、要支援１・２の方を対象とした介護予防サービスのうち、「訪問介護（ホ

ームヘルプサービス）」と「通所介護（デイサービス）」の２つのサービスが、平成29年４月１日から新

しい「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行します。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） は、65歳以上のすべての人を対象に、町が行う

介護予防事業です。これまで全国一律で行っていた訪問介護と通所介護を「訪問型サービス」と「通所

型サービス」 に変更します。また、高齢者がいつまでも元気に自立して暮らせるように、地域の実情や

一人ひとりの状態にあわせた町独自の生活支援サービスなどを加えていきます。

【ここが変わります！】

■総合事業の「訪問型サービス」、「通所型サービス」は、従来のサービスに加え、サービス内容と利用者

負担を抑えた南幌町独自のサービスを利用できるようになります。

■総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」のみを利用する場合は、要介護（要支援）認定

の手続きをしなくても、基本チェックリスト（生活機能に関する質問表）による判定で利用できます。

■要支援１・２の方の「訪問型サービス」、「通所型サービス」以外のサービス（訪問看護、福祉用具貸与、

通所リハビリテーションなどの予防給付）に変更はなく、これまでどおり利用できますが、要介護（要

支援）認定が必要です。

■現在、要支援１・２で介護予防サービスを利用している方は、要支援認定の有効期間の満了までは継

続してサービスを利用できます。

　　　Ｑ．「基本チェックリスト」って何？ 

　　　Ａ．25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。総合事業のみ

　　　　　を希望する場合、基本チェックリストの判定でサービスが利用できます。

　　　　　～基本チェックリストの一例～ 

　　　　　□週に１回以上は外出していますか？

　　　　　□転倒に対する不安は大きいですか？

　　　　　□今日が何月何日かわからないときがありますか？

　　　　　□日用品の買い物をしていますか？

　　　　　□階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか？

　　　　　□半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか？

※総合事業のサービス内容・利用に関しての詳細は、広報なんぽろ３月号でお知らせします。

■お問い合わせ　保健福祉課高齢者包括Ｇ（緯３７８～５８８８）

あいくる保健福祉課
高齢者包括Ｇ

介護保険制度が変わり、新しい総合事業が始まり
ます。

topics 05

介護給付（要介護１～５介護給付（要介護１～５））

予防給付（要支援１・２予防給付（要支援１・２））

訪問看護、福祉用具貸与

通所リハビリ、住宅改修

小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護、など

訪問介護、通所介訪問介護、通所介護護

今まで 平成29年４月からは・・・

閣

閣

閣

予防給付（要支援１・２予防給付（要支援１・２））

※サービスは変わりませ※サービスは変わりませんん

介護給付（要介護１～５介護給付（要介護１～５））

※サービスは変わりませ※サービスは変わりませんん

（要支援１・２、事業の対象者（要支援１・２、事業の対象者））

新たな町独自の訪問型サービス新たな町独自の訪問型サービス・・

通所型サービ通所型サービスス

総合事総合事業業



99999999999 NANPORO２０１６.１1

■支給対象者

　毅平成28年度分の住民税非課税の方【臨時福祉給付金】

　毅臨時福祉給付金の対象者で、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方【障害・遺族基礎年金

　受給者向け給付金】

　※障害基礎年金は障害等級１・２級の方、遺族基礎年金は18歳未満の子（障害ある場合は20歳未満）　

　のある配偶者または子が該当となります。

　※高齢者向け給付金を受給されている方は障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の対象外となります。

　※非課税の方でも、課税者の扶養に入っている場合は給付金の対象外となります。

■支給額

　毅臨時福祉給付金　3,000円

　毅障害・遺族基礎年金受給者向け給付金　30,000円

■申請方法

　平成28年１月１日時点で住民票がある市町村へ申請してください。（８月下旬に対象と思われる方に申

請書を郵送しています。）

　※申請書が届いた方でも給付金の対象とならない場合があります。

　※引越し等で申請書が届かなかった場合や紛失した場合はご連絡ください。

■申請期間　11月30日(水)まで　※土・日曜日、祝日を除く

■ご持参いただくもの

　毅申請書　毅印鑑

　毅対象と思われる方全員の本人確認書類の写し（保険証・免許証等）

　　※代理で申請される方は、代理人の本人確認書類の写しと印鑑

　　※マイナンバー通知カード（紙状のもの）は使用できません。

　毅預金通帳の写し

　　（金融機関及び支店名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかるもの）

　　※前回と同じ場合は不要です

　毅障害・遺族基礎年金受給者向け給付金に該当する方は、障害・遺族基礎年金の受給が確認できる書

　　類（申請書の障害・遺族基礎年金受給者向け欄に○がついている方は不要です。）

■給付を装った詐欺にご注意ください！

　ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いしたり、給付金を支給するために手数料を求めることは絶

対にありません。また、ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にでき

ません。

■お問い合わせ　保健福祉課福祉障がいＧ（緯３７８～５８８８）

■採用予定人数　企業職員若干名

■受 付 期 間　11月25日(金)まで　※郵送の場合は、11月25日消印有効。

■受 験 資 格　毅昭和58年４月２日～平成７年４月１日生まれの方

　　　　　　　　　毅学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した方、または平成29年３月末

　　　　　　　　　　までに卒業する見込みの方

■試験日時・場所　

　猿第１次試験　毅日時：12月４日(日)　９時30分　受付開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10時　試験開始（２時間30分程度）

　　　　　　　　毅場所：南幌町ふるさと物産館ビューロー　[住所：南幌町中央１丁目２番22号] 

　猿第２次試験　12月中旬から12月下旬を予定

　　　　　　　　（日時、場所については第１次試験合格者に対して文書で通知します。）

■お問い合わせ　長幌上水道企業団総務課総務係（緯０１２３～８２～５７００）

※詳しくは、長幌上水道企業団ホームページ（http://www.nagahoro.jp/）をご覧ください。　　

長幌上水道企業団
緯０１２３～８２～５７００

「平成29年度　職員採用試験」を実施します
～長幌上水道企業団～

topics 07

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ

臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向
けの給付金は11月30日まで

topics 06

申請じゃ！

確認じゃ！
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■受 験 資 格　毅昭和58年４月２日以降に生まれた方

　　　　　　　毅高校卒業以上の学歴を有する方（卒業見込み含む）

　　　　　　　※長期勤続によるキャリア形成を図るための募集につき、年齢制限を設けています。

　　　　　　　　（雇用対策法施行規則に定める例外事由３号のイ）

　　　　　　　※受験資格とは別に採用時の条件があります。

■受 付 期 間　11月24日(木)まで

■試 験 日　毅第１次試験　12月１日(木）

　　　　　　　　※受験会場は、書類選考後に受験票を送付する際に通知します。

　　　　　　　　毅第２次試験・受験会場は、第１次試験合格者へ通知します。

■提 出 書 類　毅受験申込書、履歴書、職務経歴書（いずれも様式指定）

　　　　　　　　毅簿記有資格者は合格証書写　毅顔写真３ヵ月以内（履歴書貼付以外）

　　　　　　　　毅卒業証明書または卒業見込証明書（卒業証書写可）

　　　　　　　　※履歴書は必ず自筆で記入してください。

　　　　　　　　※個人情報については、本選考試験及び採用業務にのみ使用し、その他の目的には一

　　　　　　　　　切使用することはありません。

　　　　　　　　※提出いただいた応募書類は返却しませんが、責任を持って裁断破棄します。

　　　　　　　　※受験申込書等は、北海道商工会連合会のホームページから入手することができます。

■提 出 先　北海道商工会連合会人事研修課

　　　　　　　（〒060-8607　札幌市中央区北１条西７丁目１　プレスト１・７ビル４階）

■お問い合わせ　北海道商工会連合会人事研修課（緯２５１～０１０１　ＦＡＸ２７１～４８０４）

　　　　　　　　メール：kensyu@do-shokoren.or.jp　ホームページ（http://www.do-shokoren.com）

【冬の交通安全運動が始まります】

　11月11日からの10日間、「冬の交通安全運動」が実施されます。

　これからの時期は、さらに日没も早まり、交差点での歩行者等の事故や積雪・路面凍結によるスリッ

プ事故・衝突事故の多発が懸念されます。

　路面状況を読んだ安全運転や交通マナーについて確認し「交通事故を起さない」、「交通事故に遭わな

い」よう交通安全意識の徹底をお願いします。

■運動の重点

　毅凍結路面等のスリップによる交通事故防止

　毅高齢者の交通事故防止

　毅飲酒運転の根絶

■お問い合わせ　住民課環境交通Ｇ

南幌町商工会
緯３７８～２７２８平成28年度商工会等職員採用候補者統一選考試験topics 08

住民課
環境交通Ｇ交通事故の防止に努めようtopics 09

広 告 広 告

新札幌豊和会病院　院外医療公開講座のお知らせ

＊日時：平成２８年11月22日（火曜日）
　　　　１４：００～１５：００

＊会場：南幌町保健福祉センター
　　　　１階あいくるホール（南幌町中央３丁目４番２６号）

＊内容：つらい・気になる足の症状でお悩みの方へ
　　　　「下肢静脈瘤最新の治療法」

＊講師：新札幌豊和会病院
　　　　病院長　北川　真吾　医師

＊参加費：無料（講座終了後、個別相談をお受けします）

　　　　新札幌豊和会病院（広報課）
　　　　札幌市厚別区大谷地東２丁目５番１２号
　　　　緯０１１－８９３－７０００
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　町では、平成29年度から10年間にわたる“まちづくり”計画となる「第６期南幌町総合計画」の策定

作業を進めています。計画づくりに生かすため、より多くの町民の皆さんから、まちづくりに関するご

意見や提言などをいただき、町長と懇談する場をつくるため、「まちづくり地域懇談会」を開催しますの

でお知らせします。※全ての会場で入場自由です。

■お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

■募集内容　建築職（技術職）　１名

■勤務場所　南幌町役場

■受験資格　毅昭和62年４月２日以降に生まれた者

　　　　　　毅学校教育法による高等学校以上の建築系学科を卒業以上、若しくは平成29年３月末まで

　　　　　　　に卒業見込みの者

　　　　　　毅採用後、南幌町に居住できる者

■勤務形態　毅採用予定日　平成29年４月１日

　　　　　　毅勤 務 時 間　８時30分～17時

　　　　　　毅休　　　日　土・日曜日、祝祭日

■給　　与　南幌町職員の給与に関する条例等により決定します

■提出書類　毅第１次試験　受験願書、履歴書　各１部

　　　　　　　（在学中の者は専門課程に関する履修（見込み）が証明できる書類及び成績証明書、建築

　　　　　　　関係の資格をお持ちの方は、その証明書の写）、写真３枚（履歴書用１枚、受験票用２枚）

　　　　　　毅第２次試験　第１次試験合格者に別途通知します。

　　　　　　※受験願書、履歴書は南幌町指定の様式となります。　　　

■試験方法　毅第１次試験　教養試験、論文試験　毅第２次試験　面接試験　　　　　

■試験日時　毅第１次試験　11月27日(日)　毅第２次試験　12月11日(日)　　　　　

■受付期間　11月１日(火)～18日(金)　※必着

■申 込 書　募集要領と一緒に役場総務課に用意しています。（町ホームページにも掲載しています。）

■申込み・お問い合わせ　総務課総務Ｇ

総務課
総務Ｇ職員（建築職）を募集しますtopics 11

まちづくり課
企画情報Ｇまちづくり地域懇談会を開催しますtopics 10

広 告 広 告

会　場時　間開催日

夕張太地区集落センター　 　ホール18時30分～11月５日(土)

生涯学習センターぽろろ　　３階研修室13時30分～
11月６日(日)

ふるさと物産館ビューロー　３階会議室18時30分～

三重レークハウス　　　　　２階研修室18時30分～11月７日(月)

日本ハムファイターズ後援会会員募集
～一緒にファイターズを熱く応援しましょう！！～

南幌後援会が６月に設立しました。後援会

では観戦ツアーやファイターズ南幌グラウ

ンドの美化活動を行っています。

「道民球団ファイターズ」を一緒に盛り上げましょう！！

■年会費：4,300円

（ファンクラブ年会費：3,300円　後援会年会費：1,000円）

■申込み：南幌後援会事務局　三浦（℡ 090-8272-3777）

除除除除雪雪雪雪費費費費用用用用・・・・場場場場所所所所のののの確確確確認認認認、、、、相相相相談談談談はははは無無無無料料料料でででですすすす！！！！除雪費用・場所の確認、相談は無料です！！！！！！

玄関・車庫前の、つらくて大変な除雪作業を代行いたします。

まずは、お気軽にご相談ください。 緯011-380-4177

空知郡南幌町南11線西6番地

有限会社 土 井 総 業

除雪作業受付開始除雪作業受付開始！！


