医療職及び福祉職養成修学資金貸付制度のご案内
町では、新冠町内で働く福祉職員の確保のため、
修学資金貸付制度に介護福祉士と保育教諭を追加し、

役場からのお知らせ
－ Niikappu Town Office Information －

≪申請受付期間≫
平成 30 年３月 30 日（金）まで

「医療職及び福祉職養成修学資金貸付制度」として今
年度から制度の拡充を図っております。
当制度は、医療職（※１）及び福祉職（※２）を

≪※１当制度における該当する医療職≫
①保健師、助産師、看護師及び准看護師
②診療放射線技師

養成する学校に進学又は在学する者で、将来、新冠
町内の医療福祉施設で当該職種として勤務しようと
する者に対して月額 10 万円以内の修学資金を貸付す

③薬剤師
④理学療法士及び作業療法士
≪※２当制度における該当する福祉職≫

職場の健康診断、人間ドックを受けている方へ
～健診結果の提供にご協力ください！～

るものです。
また、学校卒業後に新冠町内の医療福祉施設で上
記の職種として３年以上勤務された場合には、貸付
金の返還が免除されます。

①介護福祉士
②保育教諭

町では、40 歳以上の国民健康保険加入者の方に年
に 1 度の特定健診受診を勧めています。

保健福祉課からのお知らせ

特定健診は年 3 回実施する集団健診や町が指定し
た医療機関で受診することができますが、職場の健
康診断や人間ドックなどを受診された方は、健診結

●問い合わせ：
総務課総務グループ総務係
☎ 0146・47・2497

当制度において貸付を受けるには、連帯保証人２名
（未成年の場合には内１名は保護者）が必要となるほ
か、申請に各種書類の添付が必要となります。

平成 29 年度電源立地地域
対策交付金事業について

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課 ☎ 0146・47・2113）
月

日

11日
（月）

時

間

10：00～ 11：30
13：30～ 15：00

事業名

脳の元気アップ教室

場

所

朝日農村環境改善センター
太陽開拓婦人ホーム

12日
（火） 10：30～ 12：00

お喜楽☆おたっしゃ塾

レ・コードの湯

13日（水） 13：00～ 16：30

フッ素塗布

保健センター

健康相談

新冠国保診療所

10：00～ 12：00

９
15 日（金） 10：00～ 11：30
月
14：00～ 15：30

脳の元気アップ教室

緑丘生活センター
おうるの郷

19 日
（火） 10：30～ 12：00

お喜楽☆おたっしゃ塾

レ・コードの湯

20 日
（水） 18：30～ 20：00

からだリセット講座⑤

保健センター

受付 10：00 ～

4・7・12 ヶ月児健康診査

受付 13：00 ～

1 歳6ヶ月・3 歳児健康診査

26 日
（火）

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）
●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

二種混合予防接種

保健センター

６日
（金） 18：30～ 20：00

からだリセット講座⑥

保健センター

10：00～ 12：00

お喜楽☆おたっしゃ塾

節婦老人憩いの家

13：30～ 15：00

離乳食教室

保健センター

12日
（木） 13：00～ 16：30

フッ素塗布

保健センター

１０
月 14日
（金）
15日
（土）
16日
（日）
17日
（火）
18日
（水）

① ６：30～
② ７：30～
③ ８：30～
④ ９：30～
⑤ 10：30 ～
８：15～ 15：00

・特定健診
・胃・肺・大腸がん検診
・前立腺がん検診
・肝炎ウイルス検査
・エキノコックス症検査
脳のＭＲＩ検診

●問い合わせ：
国保診療所 ☎ 0146・47・2411

保健センター

４日（水） 受付 15：45 ～

11 日
（水）

この交付金は、発電用施設の周辺地
域における公共施設の整備の促進によ
り、地域住民の福祉の向上を図る目的
で交付されるものです。
平成 29 年度の交付金額は、22,210,000
円で、新冠町立国民健康保険診療所の
看護師などの人件費に活用されます。

保健センター

☆木村 千鶴子
（ズッキーニ 5.6kg）
☆的場 志津子
（古布２袋）
大根 22kg）
☆早川 憲吾 （メロン23玉、
☆斉藤 艶子
（えんどう豆 3.8kg、きゅうり28.2kg、なす10.5kg）
☆ボランティアグループあゆみ （カット布 6 箱）
☆ボランティアグループちょぼら （カット布 5 袋）
新冠町社会福祉協議会へ
●香典返しに代えて

☆秋田 俊彦
保健センター

（100,000 円）

●福祉事業に役立ててと

☆渡邊 恵美子

（古布２袋）

果を提出していただければ、特定健診を受診したこ
とになります。ぜひ、健診結果を保健福祉課までお
持ちください。
健診結果を提供して頂いた方には、新冠町指定ゴ
ミ袋 ( 大サイズ 10 枚入り ) を進呈しています。
・対象者：40 歳～ 74 歳の国民健康保険加入者
（社会保険加入者は対象外となります。
）
・提出先：保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

健康のことで気になることはありませんか？
～健康相談のご案内～
新冠国保診療所にて、保健師による健康相談・健康
チェックを行います。体調に関することなど、気軽
に相談に来てください。事前の申し込みは不要です。
・日時 ９月 15 日 ( 金 ) 午前 10 時～ 12 時
・場所 新冠国保診療所
・内容 健康相談、
各種測定など ( 体脂肪率・体内年齢・
内臓脂肪レベル・血管年齢など )

妊娠を考えている方へ
～先天性風しん症候群予防のための
抗体検査料の助成について！～
北海道では、妊娠を希望する出産経験のない女性
などを対象に風しん抗体検査料を助成します。
20 代～ 40 代の方の 15％は、風しんへの十分な免疫
を持っていません。妊娠初期に風しんにかかると、赤
ちゃんに心臓の奇形や白内障、難聴などの障がいが出
る「先天性風しん症候群」が現れる可能性があります。
そのため、将来妊娠を希望される方は、風しんへ
の免疫を十分に持っているかどうかを抗体検査で調
べることが必要です。
助成対象や申請方法など、詳しいことは、９ペー
ジの「お知らせコーナー」に記載しておりますので
ご覧ください。
なお、抗体が十分でなく予防接種が必要になった場
合には、町で予防接種費用の助成も行っていますの
で、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。
・助成対象 ① 20 ～ 45 歳の妊娠していない女性
②妊婦の夫
（いずれも新冠町民に限ります。
）
●問い合わせ：
保健福祉課保健福祉グループ健康推進係
☎ 0146・47・2113

第 48 回新冠町民文化祭芸能発表会・総合作品展
新冠町文化協会主催による第 48 回新冠町民文化祭
が開かれます。
町民文化祭は、芸能発表会と総合作品展の２つに分
かれており、10 月 15 日の芸能発表会では町内で活動
する文化団体や子どもたちのサークルによるステージ
発表、10 月 20 日から 22 日までの総合作品展では、書
道などの作品のほか、こども園や小学校などで制作さ
れた作品が展示されます。
皆さんも、町内の文化サークルの活動を見て、新し

・日程
芸能発表会 10 月 15 日（日）
総合作品展 10 月 20 日（金）～ 22 日（日）
・場所
レ・コード館町民ホール
●問い合わせ先
社会教育課生涯学習グループ
☎ 0146・45・7600

い趣味を始めるきっかけにしてみませんか？

19日
（木） ８：15～10：30
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