町民生活課からのお知らせ
～蜂の巣駆除費用の値上がりについて～

～児童手当現況届の提出は６月中です！～

①場 所
市街地・泊津・大富
その他
②駆除代金
１個 16,200 円 １個 19,440 円
③その他費用
高所作業代（実費）

児童手当を受給している方は児童手当法に基づき、
児童手当を引き続き受給できる要件を満たしている
かを確認するため、毎年６月１日現在の状況を「現
況届」で、届け出る必要があります。
対象者の方には、町から書類を送付していますの

マルハナバチ・アナバチは 2,000 円増
１個 5,000 円

④補助金
⑤個人負担額
１個 11,200 円～ １個 14,440 円～
（② + ③ - ④）
駆除費用の値上りにより個人負担額も増えており、
経済的な蜂の巣抑制方法を紹介しますので、ぜひ試
して下さい。

で、６月中に届け出るようお願いします。

現況届の提出に必要な書類
①現況届
②健康保険証の写し（受給者及び配偶者）

～蜂の巣抑制方法について～

③印鑑（シャチハタ不可）
その他、状況に応じて、別途書類の提出が必要と
なる場合があります。

〇スズメ蜂用「誘香液」の作り方
２リットルのペットボトル
に 1.5cm の 穴 を 開 け て、 日 本 酒
150cc・ 酢 20cc・ 砂 糖 50 ～ 70g・
水 100cc を入れ、木や軒下などに
吊るすと蜂が入ります。
※誘香液の周りに蜂が飛来するため、住
宅から少し離れた場所に設置しましょ
う。また、穴が大きいと蜂が逃げます。

なお、現況届を提出されないと、６月分以降の児
童手当は支給できなくなります。また、所得制限に
該当する方は、児童１人に対し月額 5,000 円の支給
となります。
●問い合わせ先：
町民生活課町民生活グループ

火災の初期消火に使用した
消火器の補助について

健 康 カ レ ン ダ ー

（お問い合わせ先：保健福祉課 ☎ 0146・47・2113）
月

日

時

間

11 日
（月） 13：00～ 16：30

事業名

フッ素塗布

13 日
（水） 10：00～ 12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾②
① ６：30～
特定健診
15 日
（金） ② ７：30～
胃 ･ 肺・大腸がん検診
③ ８：30～
前立腺がん検診
④
９：30～
肝炎ウイルス検査
（土）
６ 16 日
⑤ 10：30 ～
エキノコックス症検査
月
20 日
（水） 10：00～ 12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③
21 日
（木） 18：00～ 20：00
26 日
（火）

からだリセット講座

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

27 日
（水） 10：00～ 12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾④
２日
（月）

10：00～ 11：30
13：30～ 15：00

脳の元気アップ教室

４日
（水） 10：00～ 12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑤
６日
（金）

10：00～ 11：30
14：00～ 15：30

10：00～ 11：30
７
９日
（月）
月
13：30～ 15：00
10 日
（火） 受付 13：10 ～

脳の元気アップ教室
脳の元気アップ教室
ＢＣＧ予防接種

場

所

保健センター
保健センター

保健センター

保健センター
保健センター
保健センター
レ・コード館
保健センター
節婦生活館
保健センター
泊津生活館
泉生活館
大富生活館
太陽開拓婦人ホーム
保健センター

11 日
（水） 10：00～ 12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑥

保健センター

12 日
（木） 13：00～ 16：30

保健センター

13 日
（金）

10：00～ 11：30
14：00～ 15：30
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フッ素塗布
脳の元気アップ教室

☎ 0146・47・2112

緑丘生活センター
おうるの郷

このたび、
「北海道消防設備協会苫小牧・室蘭
支部」の社会貢献事業として善意による初期消
火活動で、個人の消火器を使用した町民に、無
償で消火薬剤の詰替えまたは新しい消火器の交
付を行う取り組みが始まりました。
日高中部消防組合では、初期消火活動の促進
と使用された消火器の所有者の負担軽減の観点
からこの事業の推進に協力します。
〇補助対象例
・近所のゴミステーションで発生した火災を自宅
の消火器を使って消火した。
・隣の住宅で発生した火災を消火するために自宅
の消火器を使用した。
〇補助対象外
・応急消火義務者（火災を発生させた方、火災が
発生した建物の居住者など）が所有又は管理す
る消火器
・法律で設置された消火器など、使用状況で対象
外となる事例もあります。
〇申請について
手続きは消防職員がご案内しますので、詳し
くは下記までお問い合わせください。
●問い合わせ先：日高中部消防組合
消防本部警防課 ☎ 0146・45・0160
消防署新冠支署 ☎ 0146・47・2666

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

保健福祉課健康推進係からのお知らせ
～からだリセット講座のご案内～

～日本脳炎予防接種のご案内～

お腹まわりや運動不足が気になるけれど、毎日忙
しくて自分の健康管理は後回し…という方にお勧め
の講座です。全 10 回のプログラムを通して、楽しく
体内年齢の若返りを目指しましょう！前半は夜の部、
後半は昼の部で開催します。日中は仕事で忙しいと
いう方や、“出産前の体型に戻りたい”という子育て
中のお母さんにもおススメです。過去に参加経験の
ある方や全ての回に参加できない方も大歓迎です。
申込みお待ちしています！
〇期日 夜の部
平成 30 年６月 21 日（木）
・７月 19 日（木）
８月 23 日（木）
・９月 27 日（木）10 月 18 日（木）
〇期日 昼の部
平成 30 年 11 月 16 日（金）
・12 月 18 日（火）
平成 31 年１月 18 日
（金）
・２月 21 日
（木）
・３月 15 日
（金）
〇時間 夜の部 18 時～ 20 時 昼の部 10 時～ 12 時
〇場所 保健センター
※ 8 月 23 日・１月 18 日は町民センター
〇対象 町内に在住する 30 ～ 64 歳の方
〇内容 ①血液観察や血管年齢・脳年齢などの各種測定
②専門家による運動指導や栄養・歯科講座
③自分に合った目標を決めて生活習慣の改善に挑戦
〇定員 限定 12 名

平成 28 年４月より北海道でも日本脳炎の定期予防
接種が行われています。
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスが脳や脊髄に感染
して発症し、高熱、頭痛、おう吐、けいれん、意識
障害などの症状がでます。ウイルスに感染しても脳
炎にならない人がほとんどですが、日本では過去 10
年間に 56 人が発症し、３人が亡くなっています。
ワクチンを接種することで、体の中に日本脳炎への
抵抗力（免疫）ができ、日本脳炎にかからないか、
たとえかかっても軽くてすみます。流行時期の夏に
なる前に、ぜひ予防接種を受けましょう。
〇対象者
①平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれの
方には、今年の４月に個別でご案内しております。
②平成 19 年４月２日～平成 27 年４月１日生まれの
方には、昨年度個別でご案内しておりますのでご確
認ください。
③平成 19 年４月１日以前生まれ～ 20 歳未満の方で、
接種を希望される場合は予診票をお渡ししますので
下記までご連絡ください。
●問い合わせ先：
保健福祉課保健福祉グループ健康推進係
☎ 0146・47・2113

農業者年金受給者の皆様へ

保健福祉課福祉係からのお知らせ

～現況届は必ず提出しましょう～

～介護職員初任者研修・実務者研修受講費用の助成について～

農業者年金受給権者の皆様は農業者
年金基金から届きました「現況届」に
つきまして氏名などの必要事項を記入
し、６月 30 日までに農業委員会へ提出
してください。
現況届の提出がないときは、11 月の
支払いから現況届が提出されるまでの
間、年金の支払いが差し止められます
のでご注意願います。
●問い合わせ先：
農業委員会

☎ 0146・47・2472

当町では平成 29 年度より介護職員初任者研修の受講費用を助成し
ておりますが、平成 30 年度からは実務者研修の受講費用も助成いた
しますので、同研修を受講された方は下記要領にて申請願います。
〇対象者
・新冠町に住所を有する方
・介護職員初任者研修又は実務者研修の受講を平成 30 年度中に
終了した方
・町税などを滞納していない方
〇助成対象経費
介護職員初任者研修又は実務者研修の受講料（テキスト代含む）と
して助成対象者が負担した額
〇助成額
受講に要した費用の３分の２（上限５万円）
〇申請期限 平成 31 年３月 31 日まで（平成 30 年度受講分）
●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ ☎ 0146・47・2113
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