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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。年に一度、ご

自身の健康状態を確かめるために特定健診を受診しましょう。

■対象者　南幌町国民健康保険加入者で 30歳から74歳までの方及び住所が南幌町で後期高齢者医療制度

　に加入している方

※南幌町国民健康保険以外の医療保険に加入の40歳から74歳までの皆さんは、加入している各医療保険

　者のご案内に基づいて受診してください。

■特定健診実施医療機関

　①町立南幌病院　緯３７８～２１１１

　②みどり野医院　緯３７８～２６４８

　③長沼内科消化器科　緯０１２３～８２～５３３３

　④札幌複十字総合健診センター（札幌エルプラザ５階）　緯２５２～５２６６

　⑤北海道対がん協会（札幌市東区）　緯７４８～５５２２

　⑥日曜健診

　　10月23日：町立南幌病院　

　　11月６日、平成29年２月26日：札幌厚生病院（健診場所はあいくる）

　　申込・お問い合わせ　あいくる保健福祉課健康子育てＧ（緯３７８～５８８８）

■検査項目・内容

■検査料金　1,000円

　特定健診と同時にがん検診を希望する方は、申し込みの際にお問い合わせください。

　がん検診は40歳以上の方が対象で、別途料金が必要です。

　

　平成28年７月１日から、「納付猶予」の対象年齢が、30歳未満から50歳未満へ拡大されました。これま

でこの制度は「若年者納付猶予制度」と呼ばれてきましたが、対象が若年者以外にも広がり、30歳以上

50歳未満の年収が少ない人が、国民年金の保険料を払えないときに、「納付猶予」を申請することができ

るようになりました。

■「納付猶予」の手続きの利点は次のとおりです。

　対象となるのは

　猿自分の収入だけで、世帯主の収入が高くても関係ない。(免除の場合は世帯主も含みます)

　猿収入が「（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円」以下の場合、例えば単身者なら57万円、結婚し

　　ていたら92万円以内なら申請できる。

　猿猶予期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間（現在25年間）に入る。

　猿未納ではないので、万一の時に、障害年金などがもらえる。

　猿猶予された保険料は、10年以内ならあとで払うことができる。

　　ただし、「納付猶予」は保険料の支払いを待ってくれるだけなので、猶予期間中は、将来の年金額は

　　増えません。

住民課
戸籍年金Ｇ

７月１日からの制度改正で国民年金「納付猶予」
の対象年齢が広がりました！！

topics ０２

内容項目

問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ）、血圧測定身体計測・診察

中性脂肪、総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、

ＬＤＬコレステロール
脂質検査

血液検査
ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ-ＧＴＰ肝機能検査

空腹時血糖、ＨｂＡ1ｃ血糖検査

赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値貧血検査

血清尿酸、血清クレアチニン腎機能検査

糖、たんぱく、微量アルブミン尿検査

心電図検査

住民課
医療介護Ｇ健康いちばん！！特定健診を受けましょうtopics ０１
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「がん」は生涯を通じ２人に１人がかかる国民病です。早く気付き進行を防ぐことが、がんによる死亡

をさけるために重要です。自覚症状がないうちからがん検診を受けましょう。

■日　時　９月４日(日)　７時～

■場　所　保健福祉総合センターあいくる

■対象者　今年度40歳以上の方（昭和52年３月31日以前生まれの方）　

■定　員 75名

■内　容　猿胃がん検診：胃にバリウムを付着させて粘膜の凹凸（病変）がないかをみる検査　

　　　　　猿肺がん検診：胸のレントゲン写真をとる検査

　　　　　猿大腸がん検診：申し込み後、ご自宅に検査セットを郵送します。事前に少量の便をとって

　　　　　　　　　　　　　くる便検査です。がんやポリープがあると、便に血液が付着します。目に

　　　　　　　　　　　　　見えないわずかな出血も検知します。

■料　金　今年度より検診料金が変更になっています。

　　　　　猿胃がん検診　1,000円（昨年より1,600円安くなりました）

　　　　　猿肺がん検診　400円（昨年より300円安くなりました）

　　　　　猿大腸がん検診　500円（昨年より800円安くなりました）

■胃がん検診を受診希望の皆さんへ

　今年から、胃がん検診の追加検査として、胃がん発症の危険因子である「ピロリ菌検査」ができます。

　方法：検便検査。検診１週間前に専用の検査キットを送付します。自宅で１回分の便を採取し、検診

　　　　当日提出します。※料金：3,240円

■申込み　８月１日(月)～15日(月)まで、保健福祉課健康子育てＧへ電話（緯３７８～５８８８）または窓口に

　　　　　て申込みください。

※受診に際して、検診結果等の情報を管理しますのでご了承願います。

　南空知ふるさと市町村圏組合では、南空知９市町の施設見学や温泉入浴などを盛り込んだバスツアー

を行います。ぜひこの機会に、意外と知らなかった身近なまちの魅力を再発見してみませんか。

■開　催　日　９月６日(火)

■見学場所　（岩見沢）こぶ志陶芸館・こぶ志窯、色彩館、岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館

　　　　　　（南　幌）郷土文化伝承室、なんぽろ温泉ハート＆ハート

■参加時間　９時～15時30分

■料　　金　大人：2,100円　小人：1,150円

■定　　員　５名

■申込期間　８月１日(月)～17日(水)

■申込・お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

あいくる保健福祉課
健康子育てＧがん検診のお知らせtopics ０３

広 告

まちづくり課
企画情報Ｇ南空知再発見バスツアー「秋の芸術満喫ツアー」topics ０４

広 告
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空知郡南幌町南12線西６番地

　土井総業グループ

建設オペレーター各資格取得支援概

煙資格／未経験者ＯＫ　経験者優遇

未経験からステップアップできる

当社で一緒に頑張りませんか！

急急急急急急急急急急急急急急急急急

募募募募募募募募募募募募募募募募募

まずは、お気軽にお電話ください！緯011-380-4176
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　町では、町内の空き家や空き地の有効活用と定住人口の促進を図ることを目的に「空き家・空き地情

報バンク」を実施しています。このたび２件の物件が登録されたのでお知らせします。なお、「空き家・

空き地情報バンク」の登録は、随時受付していますので、空き家・空き地を所有されている方は、ご活

用ください。

■新規登録物件情報

※この物件に関するお問い合わせ先（緯０８０～３２３３～２０９１またはgarigari5@mail.goo.ne.jp）

※あくまでも情報提供であり、町では仲介や交渉・契約等に関するトラブルは一切受付けしません。

※不動産業者に管理・仲介を委任している場合も登録が可能です。

　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25日(木)、26日(金)　８時15分～15時　

　　　　　　８月27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　　象　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１日(月)～10日(水)まで

■定　　員　100名　※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　保健福祉課健康子育てＧ（緯３７８～５８８８）

金額延床面積築年数構造所在地形態種類

住　居：58,000円

事業用：65,000円
140.43㎡（約43坪）昭和47年木造２階建中央１丁目３-11賃貸家

住　居：65,000円

事業用：75,000円
130.00㎡（約39坪）昭和62年木造２階建南15線西21番地賃貸家

南15線

西21番地

あいくる保健福祉課
健康子育てＧ巡回脳検診についてtopics ０６

まちづくり課
企業誘致Ｇ空き家・空き地情報バンク登録topics ０５

中央１丁目

３-11

広 告

とき

オープニングイベント
〇なんぽろ俵つみ唄

〇石田桃子さん（17才）北広島市　曲目：正調江差追分

〇横田彩青さん（14才）岩見沢市　曲目：十勝馬唄・道南口説

〇カラオケ大会出場者15名他

南幌町農村環境改善センター
南幌町中央２丁目３番２号

成世昌平民謡歌謡ショ－

９月 日 ところ25日

成世昌平さんの曲で

南幌町おもてなし隊
（みえ子・せつ子・たか子・ひろ子・りょう子・けい子）

主催

お問い合せ先　内田恵子　携帯080-6093-3019

　　　　　　　　　　　　自宅011-378-0069

　　　　　　　小林博子　携帯090-9523-0645

曜日

チケットはポスターを掲示しているお店でお買い求めください

前売り券　1,000円　当
日券1,500円
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　まちづくり活動支援事業補助金を活用した新たなイベントが開催されます。

■開催日　９月３日(土)　11時～16時

■会　場　南幌町役場駐車場

　　　　　※雨天時は南幌町生涯学習センター「ぽろろ」

■内　容　11時～：農産物還元販売、トラクター展示・試乗会

　　　　　12時～：南幌産新鮮野菜を使った本格料理

　　　　　13時～：トラクター綱引き対決

　　　　　15時～：大抽選会　米１俵（60kg）、夕張メロン、食事券etc

■その他　抽選券は、本部テントにて配布するほか、トラクター綱引き

　　　　　対決などへの参加者にも配布する予定です。

■お問い合わせ　農猿事務局　城地（緯０８０～３２３２～９０８０）

■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６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）

猿夕張太稲穂町内会盆踊り大会：８月13日(土)　18時～　※雨天順延

　　　　　　　　　　　　　　　　日生バイオ株式会社北海道工場敷地内（旧夕張太小学校グラウンド）

猿三重湖盆踊り大会：８月15日(月)　18時30分～　※雨天順延

　　　　　　　　　　　リバーサイド遊友館駐車場

猿なんぽろ盆踊り大会（子ども・一般・仮装）：８月19日(金)　18時～　柳陽公園　※雨天順延　　　

　　　　　　　

　平成28年８月１日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第２子の加算額及び第

３子以降の加算額が変更されます。

増額後、平成28年８月から11月までの４ヵ月分が12月に支払われます。

※支給は４、８、12月の年３回です。

※所得制限があります。

■平成29年４月からの加算額

　物価の上がり下がりに合わせて、支給する額を変える「物価スライド制」を導入します。子どもが１

人の場合の手当額には、すでに「物価スライド制」を導入していますが、平成29年４月から子どもが２

人以上の場合の加算額にも導入します。

■お問い合わせ　保健福祉課福祉障がいＧ（緯３７８～５８８８）　　　　　　

産業振興課
まちづくり課８月イベント情報topics ０８

農猿事務局：城地野祭～ＹＡＳＡＩ～の開催についてtopics ０７

平成29年９月から平成28年８月から現在区分

変更なし
全部支給42,330円

一部支給42,320～9,990円
第１子

物価スライド制を導入

全部支給10,000円

一部支給9,990～5,000円
定額5,000円

第２子

（加算）

全部支給6,000円　

一部支給5,990～3,000円
定額3,000円

第３子以降

（加算）

あいくる保健福祉課
福祉障がいＧ「児童扶養手当」の加算額が変わりますtopics ０９
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　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コピーを取っておいてください。

■お問い合わせ　教育委員会生涯学習課学校教育Ｇ（緯３７８～６６２０）

■飼い犬の登録はお済みですか？

　狂犬病予防法により、飼い犬は生涯１回、登録をしなければなりません。一度登録をすれば、更新の

必要はありませんが、飼い主がかわったとき、引っ越したときや、犬が死亡したときには届け出が必要

です。登録申請は、電話・郵送では受付できませんので、必ず役場へお越しください。

　※登録手数料／１頭につき3,400円

■狂犬病予防注射は受けられましたか？

　狂犬病予防法により、犬の飼い主は毎年１回、犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。　

　また、動物病院で注射を受けた際には、病院で発行する注射済証明書を役場へ持参していただき、注

射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病予防注射は町内の動物病院でも通年受けることができ

ます。※注射済票交付手数料／１頭につき700円

　次の日程で整形外科医による診療を行います。下記以外の時間帯も、当院内科医師がこれまで通り整

形外科疾患に対応します。

■担　当　医　江別市立病院 整形外科 岸本医師

■診　療　日　第１・３・５金曜日の午後

■受付時間　13時30分～15時45分（診療開始は14時です）

■受診の方法

　猿当日受付時間内に受診（予約なしでも診察可能です）

猿受付窓口で直接予約あるいは電話で予約（当日予約可）　

　※診察は予約患者様が優先となります。病状により診察の順番が前後する場合があります。

　

住民課
環境交通Ｇ犬を飼われている皆さんへtopics １１

広 告

ＳＬが料理を運ぶＳＬが料理を運ぶ！！

和食・洋食創作料理レストラン南風ン南風原
うな重　2,268円
　鹿児島県大隅産のうなぎを活きたまま空輸して、店内で調
　理しています。江戸前風のあっさりとした味付けで、ふっ
　くら柔らかく仕上げています。
ランチメニュー　972円～
お子様メニュー　540円～

店 舗

情 報

営 業

時 間

11時～15時（ラストオーダー）
定休日:月曜・火曜（祝日の場合営業）

住所:南幌町南12線西３番地　リバーサイド公園
TEL:011～378～1144
代表:佐藤伸二（元なんぽろ温泉料理長）

ぽろろ生涯学習課
学校教育Ｇ忘れていませんか？「高校生通学費補助申請」topics １０

町立南幌病院
緯378～2111整形外科診療のお知らせtopics １２
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■日程

　猿８月１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

　猿８月２日(火)

　　北町、中央（旧ＨＫハイム）、緑町、東町、美園

　猿８月５日(金)

　　三重、青葉、６区の一部（市街地を除く）、７区の一部（市街地を除く）、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

　猿収集日の当日、朝８時30分までに指定のステーションに出しましょう。

　猿残されたごみは、出した方が責任をもって、持ち帰りましょう。

■粗大ごみの時に多い間違い

　猿スキー靴、掃除機、炊飯器、かさなど指定袋に入るごみは、収集されません。

　　通常のごみの収集日に指定袋に入れて出してください。

　猿ごみをダンボール、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。

　　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。

　猿衣装ケースや旅行バックの中にごみが入ったままのものは収集されません。

　　中身はきちんと分別をし、指定袋に入れて通常のごみ収集日に出してください。

　猿野菜・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。

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

　猿オイル缶、ガソリン携行缶は直接搬入のみ受入できるごみです。粗大ごみでは収集されませんので、

　　不燃ごみ指定袋（青色袋）に入れて直接搬入してください。

■収集されません

　猿車両部品（バンパー・タイヤ・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。

　猿家電製品（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。

　ごみなどを自宅で燃やす行為、いわゆる「野焼き」は法律により厳しい処罰（５年以下の懲役1,000万

円以下（法人では３億円以下）の罰金、またはこれらの併科）が科せられます。また、野外での焼却は、

煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為ばかりでなく、ダイオキシンなどの有害物質発生の

原因となります。お互いが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに、適正に処理を

しましょう。

住民課
環境交通Ｇ家庭の粗大ごみを収集します！topics １３

広 告

住民課
環境交通Ｇ野焼き（ごみ焼き）は止めましょう！topics １４

vol.８

★大抽選会開催します！★

inなんぽろ

【お問い合わせ】いろ色サロン 嘉津山（かつやま【お問い合わせ】いろ色サロン　嘉津山（かつやま））緯緯０８０-５５８３-７２２００８０-５５８３-７２２０

ホームページ：http://kirama-2011.jimbo.coホームページ：http://kirama-2011.jimbo.comm

シフォンケーキLecalme・お好み焼・焼そば風月
YUNI-CAFE・kiyo-cafe

ワークショップ/５店・ハンドメイド・物品販売
/30店・ボディ・ビューティー系/23店・スピリチ
ュアルコーナー/16店
※人気のお店68店が大集合！！
　イベント価格で体験できます。

＊当日ご来場の先着50名様へ南幌めぐみ学園手作りクッキーをプレゼント♪

はぁとキラキラマーケット
入入場場無無料料

南幌町農村環境改善センター１階ホール
９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日(((((((((((((((((((((日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日)))))))))))))))))))))111111111111111111111000000000000000000000:::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～111111111111111111111666666666666666666666:::::::::::::::::::::000000000000000000000000000000000000000000

☆祝５周年☆


