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平成２９年８月から
高額介護（予防）サービス費の月々の負担上限額が変わります！
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない
方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが町道民税を課
税されている方の負担の上限が３７，２００円（月額）から４４，４００円（月額）に引き上
げられます。
ただし、介護サービスを長期に利用している方で、同じ世帯の全ての６５歳以上の方（サー
ビスを利用していない方を含む。）の利用者負担割合が１割の世帯は、年間４４６，４００円
（３７，２００円×１２カ月）の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにさ
れます。（３年間の時限措置）
対象となる方

平成２９年７月までの
負担の上限（月額）

平成２９年８月からの負担の上限（月額）

現役並み所得者に相当する方が
４４，４００円（世帯）
いる世帯の方

世帯のどなたかが
町道民税を課税されている方

４４，４００円（世帯）※

４４，４００円（世帯）《見直し》
※同じ世帯の全ての６５歳以上の方（サー
３７，２００円（世帯） ビスを利用していない方を含む。）の利用
者負担割合が１割の世帯に年間上限額
（４４６，４００円）を設定

世帯の全員が町道民税を課税さ
２４，６００円（世帯）
れていない方
前年の合計所得金額と公的年
２４，６００円（世帯）
金収入額の合計が年間
１５，０００円（個人）
８０万円以下の方等
１５，０００円（個人）
生活保護を受給している方等

２４，６００円（世帯）
２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）※

程

平成２９年８月６日（日） 小雨決行
・受
付 １７：００
・開 会 式 １７：１５
・競技開始 １７：３０（ナイター）
■開催場所
町民パークゴルフ場
■試合方法
１８ホールストロークプレー（ほたる・明日萌コース）
■表
彰
①個人戦
男女１～３位（同点の場合は抽選）参加賞あり
②行政区対抗戦 １位～全チーム、ブービー賞（Ａ・Ｂフライト制）
（チーム 4 名とし上位 3 名のスコア合計 ※チーム 3 名でも参加可）
■参加資格
沼田町に住民票を有する方で、行政区ごとのチーム４名編成（行政区からの複
数チームの参加歓迎です）
■参 加 料
チーム５００円（コース使用料・貸クラブ代は各自の負担）
■申込期限
平成２９年７月２８日（金）
■お問合せ・申込み
教育委員会
☎３５－２１３２ ＦＡＸ３５－１２１０
町民パークゴルフ場 ☎３５－２９００

町民・保護者の皆様へのお願い
沼田認定こども園（１号認定※）、沼田小学校、沼田中学校は、７月２７日（木）～８月２
０日（日）までが夏休み期間です。
各学校の外出時間は下記の通りとなっています。
それ以降は保護者が同伴することになっていますが、カラオケボックス・マンガ喫茶・イン
ターネットカフェなどは保護者同伴であっても夜間の入場が禁止されています。
子どもたちの楽しい夏休みのため、また健やかな成長のため、町民・保護者の皆様の温かい
サポートをお願いいたします。
外出時間
こども園（１号認定※） １７：００まで
小学校

１８：００まで

中学校

１９：００まで

花

火

カラオケボックス等

必ず保護者

園児・小・中学生のみでは禁止（保

同伴で行う

護者同伴の場合は１８：００まで）

※幼稚園機能部において、教育標準時間【月～金】８：３０～１４：３０（基本 4 時間+2 時
間）の認定区分のこと。

１５，０００円（個人）

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の
上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

１６歳未満のカラオケボックス入場は、１８：００までと、日本カラオケボックス連合会の
自主規制基準が定められています。
町民・保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

■お問合せ

■お問合せ

保健福祉課 保険グループ

☎３５－２１２０

沼田町生徒指導委員会・沼田町教育委員会

☎３５－２１３２

エキノコックス症検診を受けましょう

「北海道健康マイレージ事業」で健康づくりをしましょう！

エキノコックス症は、エキノコックスという名前の寄生虫が主に肝臓に寄生しておこる病気
で、道内では毎年１０数名の患者が見つかっており身近な感染症です。早期発見のために、5
年に 1 度は必ず検診を受けましょう。

昨年から北海道では、道民のみなさんの健康づくりを応援するために、北海道・市町村・協

エキノコックス症検診について
■対象者

■日 時
■場 所
■料 金
■方 法

①小学３年生以上で、過去５年間検診を受けていない方
②北竜１、北竜２、北竜３、恵比島、幌比里、中央、沼田４地区にお住まいの方
※高校生以下の方の受診は、必ず保護者の同伴をお願いします。
８月８日（火）１３：１５～１５：１５
※予約は不要です。ご都合の良い時間帯に直接受診して下さい。
町立沼田厚生クリニック 沼田町南１条１丁目８番２５号（旧中学校跡地）
無料
血液検査（採血のみなので、短時間で終わります。
）

道民のみなさんの健康づくりに対する意識や取り組む意欲を高めてもらうことを目的に、健
康づくりの取り組みをポイント化し、合計 6 ポイント貯めると協賛企業から特典（スポーツド
リンク等）が交付されます。
参加方法
１．北海道健康マイレージカードを入手する
※２０歳以上の方が対象です。

①キツネ・犬の体内から糞として排出されたエキノコックスの卵が口に入ることで感染しま
す。
(キツネ等の感染した動物の糞に汚染された野生の山菜、果実、沢水からも感染します。
）
②卵は肝臓で虫となり寄生するため、感染に気づきません。
（※感染から自覚症状が出るまでに数年～10 数年かかります。）
③疲れやすい、腹部の違和感、黄疸等の症状が出る頃には、すでに悪化していることが多い
です。
④手術が唯一の根治方法です。
⑤キツネのほか、野ネズミ、野ウサギ、さらには、犬等のペットへの感染も確認されており、
身近な感染症です。
保健福祉課 健康グループ

☎３５－２１２０

ディスポーザー設置に対する助成について
町では、ディスポーザーを指定業者で新設された方に２５，０００円の設置助成金（中学
生以下児童扶養世帯は５０,０００円）を交付しています。
毎月の使用料は平成２８年４月から、従来の使用料の半額【２５０円】となっており、毎
月かかる設置者の負担が軽減されています。
まだ設置されていない方は、この機会に是非ご検討下さい。
ディスポーザーとは？
台所の流し台の下部に取り付け、生ごみを粉砕して水と一緒に排水管に流す家電機械（生
ごみ粉砕機）です。野菜くずや残飯などを速やかに排出することができるので、台所を衛生
的に保つことができ、家庭から収集ごみとして出していた生ごみの量を減らすことができま
す。
■お問合せ 建設課 管理グループ

健康マイレージとは？

保健福祉課で「参加登録申込書」を記入し、ポイントカードをもらいます。

エキノコックス症の特徴

■お問合せ

賛企業等が連携して「北海道健康マイレージ事業」を実施しています。

☎３５－２１１６

２．健（検）診や健康づくり事業に参加し、ポイントシールをもらう
下記の①～③へ参加すると、ポイントシールが受け取れます。
①特定健康診査、若年健診＝2 ポイント
②各種がん検診＝2 ポイント
（胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん
検診）
③食と運動のヘルスアップセミナー（オトナのサークル）＝1 ポイント
すでに健（検）診が終わっている場合は、健診結果を保健福祉課へ持参してください。
食と運動のヘルスアップセミナーは、参加した回数分ポイントが受け取れます。
（ポイント対象期間は、平成２９年４月１日から平成３０年 3 月３１日まで）
３．6 ポイント貯めてカードを提出する
6 ポイント貯まったら、保健福祉課へポイントカードを提出してください。
協賛企業から特典がもらえます。
なお、達成者が多い場合は抽選となりますので、ご了承ください。
４．特典を受け取る
平成３０年５月以降に、保健福祉課にて受け取ることができます。
ポイントカード・シールを紛失された場合、ポイントの復刻はできません。
●道のホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/ka/kenkoumaireiji.htm
■お問合せ

保健福祉課 健康グル―プ

☎３５－２１２０
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臨時福祉給付金の申請手続きをお忘れではありませんか？
沼田町では、標記交付金の「支給対象となる可能性のある世帯」に給付金申請書（請求書）
をお送りしています。
☆支給対象者：平成 28 年度分の町民税が課税されていない方
※ただし、町民税が課税されている方の扶養親族及び生活保護の受給者は支給対象外とな
ります。
☆支 給 額：支給対象者一人につき１５，０００円
手続きは、平成２９年８月１４日（月）までに保健福祉課「福祉グループ」窓口へ申請書
に関係書類を添えて提出してください。
◎申請書等が届いていない方でも、給付金の支給対象者となる場合もありますので、お問合
せ下さい。
■お問合せ

保健福祉課 福祉グループ

☎３５－２１２０

６５歳以上の方へ

「日常生活圏域ニーズ調査票」を提出されましたか？
６５歳以上を対象にしたアンケート「日常生活圏域ニーズ調査票」の提出期限が６月３０
日までとなっておりましたが、町ではより多くの対象者の方々の現状やご意見を参考に、今
後の介護保険事業計画の策定を行うこととしていることから、まだ提出されていない方は、
至急ご回答の上、返信用封筒にてご提出をお願いします。
なお、７月１９日から受付けております「後期高齢者被保険証」の更新の際にご提出いた
だいても結構ですのでご協力をお願いします。
◆ご連絡いただければ、ご自宅にお伺いします！

ご回答を記入するお手伝いもできます。

◆万が一、紛失された方はご連絡ください。
■お問合せ

保健福祉課 保険グループ

☎３５－２１２０

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆７月２３日（日）
歯

科

系…もじり歯科クリニック(赤平市)

内科・外科系…深川市立病院

☎０１２５－３２－１１８１
☎２２－１１０１

◆７月３０日（日）
歯

科

系…中澤歯科整形外科医院（深川市） ☎２２－６３８２

内科・外科系…深川市立病院
◆８月
歯

☎２２－１１０１

６日（日）
科

系…田中歯科医院（芦別市）

内科・外科系…深川市立病院

☎０１２４－２２－８７００
☎２２－１１０１

７月２０日から８月５日までの行事予定
行事名
７月２０日（木）

ふれあい総合健診
スポーツクラブ定期利用

２１日（金）

８月

ふれあい総合健診

時

間

６：３０～
１９：００～
６：３０～

場

所

ふれあい
ふれあい集合
ふれあい

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

２２日（土）

ほたる祭り

１７：００～

ほろしん温泉

２３日（日）

ほたる祭り

１７：００～

ほろしん温泉

２４日（月）

脳トレ教室

１０：００～

ふれあい

２５日（火）

高齢者サロン

１０：００～

緑町コミセン

２６日（水）

ジョギング教室

１８：３０～

ゆめっくる

２７日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

２８日（金）

雪合戦教室

１９：００～

町民体育館

２９日（土）

ほたる祭り

１７：００～

ほろしん温泉

３０日（日）

ほたる祭り

１７：００～

ほろしん温泉

３日（木）

スポーツクラブ定期利用

１９：００～

町民体育館

４日（金）

高齢者元気１００倍！教室

１０：００～

ふれあい

５日（土）

消防ちびっ子広場

１３：００～

役場前

