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　町では、協働のまちづくりを推進するため、団体が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します。

今年度より、本町から団体運営に関する補助金を受けている団体も要件を満たせば申請できるように

なりました。

■申請締切日　10月21日(金)

■交付要綱・申請書関係　　

　町ホームページより必要な書類をダウンロードしてください。また、情報コーナー（役場、あいくる、

夕張太ふれあい館）にも関係資料を配置しています。

■補助対象経費

　当該団体が負担する経費とします。ただし、人件費等の運営経費、慰労会経費、備品等は除きます。

■審査会と報告会

　申請団体には、審査会において、事業内容のプレゼンテーション（説明）をしていただき、採択の可

否及び補助金額の審査を行います。なお、原則として、審査会を経て正式に事業の採択及び補助金の交

付が決定してから事業開始となります。また、年度末頃に報告会も予定しています。

■その他　申請前に必ずまちづくり課企画情報Ｇにご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　【補助メニュー】　　　　　　　　　　　　

　轄協働のまちづくり事業

　　魅力あるまちづくりや地域創生に関して、効果の見込める事業等

　　焔補助率10分の８以内　焔補助上限額50万円

　轄地域コミュニティ活性化事業

　　良好な地域コミュニティの形成に寄与する事業や課題解決が期待でき

　る自主的な地域活動事業等

　　焔補助率10分の７以内　焔補助上限額30万円

　轄地域交流推進事業

　　町外団体との交流や町内で行う交流の推進を目的とした事業で、文化、　

　教育、福祉又はまちづくり等に寄与する事業

　　焔補助率10分の５以内　焔補助上限額30万円

　

■募集内容　建築士　１名

■勤務場所　南幌町役場

■受験資格　・１級又は２級建築士の資格を有する者

　　　　　　・昭和62年４月２日以降に生まれた者

　　　　　　・採用後、南幌町に居住できる者

■勤務形態　・採用予定日　平成29年４月１日

　　　　　　・勤 務 時 間　８時30分～17時

　　　　　　・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　受験願書、履歴書、建築士資格証明書の写、健康診断書各１部、写真３枚（履歴書用１枚、

　　　　　　受験票用２枚）

　　　　　　※受験願書、履歴書、健康診断書は南幌町指定の様式となります。

■試験方法　論文、面接

■試験日時　10月下旬頃予定（受付終了後、別途通知します。）

■受付期間　９月１日(木)～30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ます。（町ホームページにも掲載してます。）

■申込み・お問い合わせ　総務課総務Ｇ

総務課
総務Ｇ職員（建築士）を募集しますtopics ０２

まちづくり課
企画情報Ｇ

まちづくり活動支援事業実施団体を募集！
～第３次募集～

topics ０１
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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30歳から74歳までの方

　　　　　・住所が南幌町で後期高齢者医療制度に加入している方

■自己負担料金　1,000円

■特定健診実施医療機関　※事前に予約が必要です。

　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

■がん検診のご案内

　今年度40歳から74歳までの方は、特定健診と同時にがん検診を受診することができます。南幌町が発

行したがん検診の受診券が利用できますので、詳しくは、保健福祉課健康子育てＧ（緯３７８～５８８８）へお

問い合わせください。

　北海道住宅供給公社では、南幌ニュータウンみどり野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、南幌みどり野団地で

の生活をご検討されている方がいらっしゃいましたら、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）または役場まちづくり課企業誘致Ｇ

　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　10月18日(火)

■見学場所　（夕張）滝の上公園、道の駅夕張メロード

　　　　　　（由仁）ゆめっく館、ゆにガーデン、ユンニの湯

■参加時間　９時～16時30分

■料　　金　大人：2,200円　小人：1,200円

■定　　員　５名

■申込期間　９月１日(木)～23日(金)

■申込・お問い合わせ　まちづくり課企画情報Ｇ

住民課
医療介護Ｇ特定健診を受診しましょう！topics ０３

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～

topics ０４

申込み申込期限健診場所健診実施日

あいくる

緯３７８～５８８８

９月30日(金)町立南幌病院10月23日(日)

10月17日(月)あいくる11月６日(日)

まちづくり課
企画情報Ｇ

南空知再発見バスツアー
～由仁と夕張の季節をめぐるツアー～

topics ０５
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■支給対象者　臨時福祉給付金～平成28年度分の住民税非課税の方

　　　　　　　障害・遺族基礎年金受給者向け給付金～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

　※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　臨時福祉給付金　3,000円

　　　　　　　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　９月１日(木)～11月30日(水)　※土・日曜日、祝日を除く

■ご持参いただくもの

　燕申請書　燕印鑑

　燕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。

　燕預金通帳の写し

　　（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

　燕障害・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！

　南幌町が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）

■国民生活センター相談事例

　テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注文し、届いてすぐに試

してみたが思ったようにできなかった。返品しようと業者に連絡すると、「開封した場合、返品は受け付

けられない」と言われた。「実際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが、「返品につ

いてはテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの言い分を聞いてくれ

なかった。

■消費者へのアドバイス

煙テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、わかりにくいことがあります。

　印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。

煙テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事業者が返品の特約を設

けている場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの条件があることもあり、

注意が必要です。

煙困ったときは消費生活相談室にご相談ください。

■お問い合わせ　・南空知消費生活相談室 (栗山町勤労者福祉センター）緯０１２３～７２～３５８１

　　　　　　　　　毎週月・木曜日　13時～16時

　　　　　　　　　毎月第２・第４水曜日　13時～15時

　　　　　　　　・役場産業振興課商工観光Ｇ

産業振興課
商工観光Ｇ

契約条件をよく確認しましょう！
～テレビショッピング～

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
けの給付金が始まります

topics ０６

申請じゃ！

確認じゃ！



1111111111155555555555 NANPORO２０１６.９

　

　『交通事故、詐欺などの被害にあったのに、検察官がその事件を裁判にかけてくれないがどうしても納

得できない』　このような人のために、検察官の不起訴処分が正しかったかどうかを審査する機関として

「検察審査会」があります。

　審査の申立や相談に費用はかかりません。秘密は固く守られます。

　また、検察審査会では11人の審査員が審査をします。検察審査員は選挙権を持っている皆さんの中か

ら「くじ」で選ばれます。検察審査員に選ばれたときは、ご協力をお願いします。

■お問い合わせ　岩見沢検察審査会事務局（岩見沢市４条東４丁目　裁判所内）

　姉妹町である熊本県多良木町をより皆さんに知っていただくため、各種団体、家族や会社などで実施

する多良木町への研修旅行に要する経費に対して補助金を交付します。

■補助対象者

　５人以上の南幌町内の各種団体及びグループ並びに家族または法人及び会社のうち、南幌町の住民で

ある方（ただし、町議会議員は除きます。）

■申請方法

　補助金等交付申請書に必要事項を記入し、研修計画書、研修参加者名簿を添付して、研修実施日の30

日前までに持参により提出してください。

■補助額

　補助参加者１人につき１回を限度に２万円です。ただし12歳未満の参加者は１人につき１万円です。

■補助金の請求方法

　研修が終わってから補助金交付請求書を提出してください。ただし、概算払いを申請することができ

ますので、概算払申請書に研修参加者名簿を添付して提出してください。

■実績報告

　補助事業等実績報告書を、研修が終わってから30日以内に次の書類を添付して提出してください。

　燕研修報告書　燕研修参加者名簿　燕研修時の記録写真や資料

　燕研修旅行に要した領収書などの写し（航空券の半券など）

　※資料などが無い場合は、多良木町役場企画観光課の受付印、または施設担当者、面会者の確認印（署

　　名）を押印したものや、名刺などを添付してください。

　夕暮れ時や夜間は、運転者から歩行者・自転車の姿が見えにくいため、交通事故の危険性が高まりま

す。反射材を身に付け、運転者に自分の存在をアピールしましょう！

■配布期間　９月１日(木)より　※なくなり次第終了

■配布場所　住民課環境交通Ｇ（４番窓口）

■配布個数　１人２個まで

　住宅等にペレットストーブを購入し設置する場合に、その費用の一部を補助します。補助対象者や補

助額等の詳細については、町ホームページをご覧ください。なお、募集については先着順とし、件数に

達した時点で募集を終了します。

■募集件数　５件

■募集期間　９月16日(金)まで

岩見沢検察審査会事務局
緯０１２６～２２～６６５０

知っておきたい検察審査会
検察審査員に選ばれたらご協力を！

topics ０８

まちづくり課
企画情報Ｇ姉妹町交流研修補助金をご活用くださいtopics ０９

住民課
環境交通Ｇ

出かける時は光らせて！
～夜光反射材を配布いたします～

topics １０

まちづくり課
企画情報Ｇ「ペレットストーブ購入補助」をご利用くださいtopics １１
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■職　　　　種　臨時看護補助者　１名

■業 務 内 容　入院患者の介護

■勤 務 形 態　シフト制（夜勤月３～４回）

■資 格 等　資格不要、経験不問

■賃　　　　金　時給1,000円以上、夜勤１回17,750円以上

■応 募 締 切　随時（履歴書を提出）

■申込・問合せ　町立南幌病院　看護師長　熊木

　毎年恒例となった中央通り商店会が主催する第11回カラオケ大会が開催されます。当日はビールや焼

鳥などの売店もありますので、ぜひご家族でお越しください。

■日時　９月11日(日)　14時～

■場所　商工会横駐車場特設会場（雨天時：プラザホテル二合半）

■日程　14時　予選会開始　　　　　　　16時　　　本選開始

　　　15時　芸能発表（フラダンス）　18時45分　成績発表・表彰式

　　　

　　　

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、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　認知症／統合失調症／うつ病、躁うつ病などの気分障害／てんかん／ＰＴＳＤ など

　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。

南幌町商工会
緯３７８～２７２８第11回 中央通り商店会カラオケ大会topics １３

町立南幌病院
緯３７８～２１１１町立南幌病院では臨時職員を募集しますtopics １２

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 １４

広 告 広 告

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 １５

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９月１３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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■採用予定人数・勤務地　　・消防署（栗山）　１名　・由仁支署　１名　

■採用条件

燕救急救命士資格取得者（平成29年３月資格取得見込み者含む）で平成６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23日(金)　※必着

■試験日及び場所等

燕１次試験：10月16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：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。

（面接試験）

■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）

　南幌消防団では平成29年４月から消防の活性化や火災予防啓発・広報活動、応急手当普及活動など安

心安全なまちづくりに向けてソフト面の活動の充実強化を図るため女性消防団員を募集します。

■活 動 内 容　・平常時　火災予防啓発・広報活動、消防団行事への参加、応急手当普及活動

　　　　　　　　・災害時　情報収集・応急救護活動・広報活動など

　　　　　　　　　　　　　※火災等の災害現場へは出動しません。

■応 募 資 格　南幌町に住む18歳以上45歳未満の健康な女性

■募 集 期 間　12月10日(土)まで

■採用予定日　平成29年４月１日

■採用後の処遇　・非常勤特別職の地方公務員です。

　　　　　　　　・条例に基づき年報酬、出動手当が支給されます。

　　　　　　　　・活動に必要な被服等を貸与します。

　　　　　　　　・公務員災害補償制度、共済制度、各種表彰制度があります。

南空知消防組合消防本部
緯０１２３～７２～１８３５平成29年度南空知消防組合消防職員募集topics １６

広 告

南空知消防組合南幌支署
緯３７８～２６１９女性消防団員を募集しますtopics １７


