少子高齢化、人口減少が進むわが町において、潤いある生活を安心して営むことができる環境を整えるため、幌延町まち・ひと・
しごと創生総合戦略に沿って平成 28 年度当初から実践する取組についてご紹介します。
（６～９ページ）

【幌延町移住促進住宅運営事業】

町では町外在住の方の町内への転入を誘導する移住促進政策を講じ、人口確保による町の活性化を図ることを目的として、問
寒別地区に幌延町移住促進住宅を設置しました。
住宅情報：問寒別地区移住促進住宅 字問寒別127 番地1 （１棟２戸）
・3ＬＤＫ 70.47㎡（ファミリー向け）／家賃 月１５，０００円
・1ＤＫ 31.59 ㎡（単身者向け）／家賃 月１０，０００円
建設年度：建設 昭和５１年度／改修 平成２７年度
入居資格：①幌延町へ移住し、問寒別地区移住促進住宅に住むこと。
※特別の事情により、町内に住んでいる方でも入居を認める場合があります。
②独立した生計を営んでいて、家賃の支払い能力があり、また、現在居住している
市区町村で、市区町村民税等を滞納していないこと。
③入居者及び同居者が暴力団員でないこと。
④入居者か同居者のうちどちらかが町内で就業もしくは就農し、または予定していること。
※上記の入居資格全てを具備する世帯でなければ入居は認められません。
申込方法：幌延町役場 産業振興課企画振興グループ（旧総務課企画振興グループ）へ申込書等必要書類の提出（郵送可）
必要書類：・申込書（様式第１号）及び添付書類（世帯全員の住民票、世帯全員の納税証明書、その他町長が必要と認める書類）
・同意書（様式第１号の２）
※申込書（第１号様式）及び同意書（様式第１号の２）については、役場ホームページに掲載または産業振興課企画
振興グループ（旧総務課企画振興グループ）に配置しております。

【幌延町民営賃貸住宅建設促進助成事業】

民間活力による良質な賃貸住宅の確保と住環境の整備を図り、移住定住の促進と地域経済の発展を目的として、民営賃貸住
宅を建設する方に経費の一部を助成します。
●助成対象（次の全てに該当する個人または法人）
・賃貸住宅を新築した所有者（個人または法人）※町内に居住または町内に本店もしくは支店の住所がある場合に限る。
・公租公課に滞納がないこと。
・個人または法人の役員及び職員が暴力団員でないこと。
●助成対象物件
別に定める整備基準により、新築する１棟当たり２戸以上の長屋または共同住宅（組立式仮設住宅であるものを除く。）で
賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する以下の条件を満たす住宅であること。
・個人が新築する場合において、当該個人または当該個人の２親等以内の親族が、建設戸数の４分の１を超えて入居しないこ
と。
・入居後の毎月の家賃が、建設工事費を建設戸数で除した額の1,000 分の 5.5 を超えないこと。
●助成金額
【町内建設業者が施工をする場合】
・建設工事費に100 分の30 を乗じた額
・限度額 １ＬＤＫ（床面積が４０㎡以上）２００万円
２ＬＤＫ以上（床面積が５０㎡以上）３００万円
【町外建設業者が施工をする場合】
・建設工事費に100 分の20 を乗じた額
・限度額 １ＬＤＫ（床面積が４０㎡以上）１３０万円
２ＬＤＫ以上（床面積が５０㎡以上）２００万円
※１万円未満の端数が生じた場合は全額切り捨て。
●事業の認定 平成２８年度中に助成の対象とする助成賃貸住宅の戸数を公示し、別に定める期間内において事業対象者を募
集します。（町ホームページ・告知端末機・町の広報誌）

【幌延町移住定住促進持家住宅建設等奨励事業】

定住人口の増加を図り、福祉の向上と地域経済の発展に寄与することを目的として、持家住宅の新築、改修及び取得に対する
費用について一部補助いたします。
●補助対象者（次の全てに該当する方）
・町内に住所を有する方または居住しようとする方。
・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方。
・居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員がいないこと。
●助成金額 建設等に要する費用に100 分の20 を乗じた額
・限度額 新築 ３００万円
改修 １５０万円
取得 １００万円
※新築及び改修を町内に本店または支店のない建設業者が施工した場合は、限度額に100分の80を乗じた額を限度とします。

問い合わせ及び申請先 産業振興課 企画振興グループ 電話01632-5-1113（旧総務課企画振興グループ）告知端末機5-8814
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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度

～高校生まで医療費を全額助成します～
幌延町では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するために、平成 28 年４月から子ども医療費の助成対象範囲を高校生まで
拡大します。
〇対象範囲
平成 28 年 3 月診療分まで
平成 28 年 4 月診療分から
入院・通院：0 歳から中学生

入院・通院：0 歳から高校生

※助成対象外～予防接種、入院時の食事負担金等のほか保険外診療の費用
〇申請期間
・平成 28 年４月１日から申請受付を開始します。
※申請の内容を審査し、子ども医療費受給者証を交付します。
〇申請場所
・問寒別・中問寒・上問寒・雄興地区の方 【問寒別出張所】
・上記地区以外の方 【役場住民生活課税務保険グループ（旧町民課生活環境グループ）窓口】
〇申請に必要なもの
・高校生は、在学証明書を提出してください。
※平成 28 年３月３１日まで中学生だったお子さまについては、現在お持ちの子ども医療費受給者証を併せて提出してくだ
さい。

問い合わせ先 住民生活課税務保険グループ 電話 5-1115・告知端末機 5-8812（旧町民課生活環境グループ）

平成２８年度幌延町奨学生募集内容の一部改正について
幌延町教育委員会では、平成 28 年度の奨学生を募集しているところですが、この度募集内容が一部改正されましたので、改
めてご案内します。改正内容を含めた募集内容については下記のとおりです。
学資の貸付を希望される方は、通学校の学校長と相談のうえ、教育委員会へお申し込みください。
☆募集期間
随時募集を受け付けておりますので、総務学校グループまでご相談ください。
☆貸付額
月額５万円以内
☆貸付資格
申請日現在において幌延町民または、幌延町民の子弟であり、幌延町立の中学校から進学する予定または進学した生徒で
あること。
☆償還方法
奨学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して１年を経過した後、２０年以内において町長の定めるところに
より償還するものとする。
※所定の学校または教育機関を卒業後、３年以内に幌延町内へ移住して住民票を有し続け、かつ、町内の各種の業務に従
事している期間が、貸付期間の２倍（１０年を限度とする。）を超えることとなったときは、貸付金の２分の１を免除することがで
きる。ただし、勤務先が町外であっても同様の扱いとする。
☆提出書類
１．奨学資金貸付申請書
２．学校長の推薦書、または成績証明書
３．身上申告書
４．申請者の住民票抄本
５．健康診断書
※１～３の用紙については、総務学校グループに備えてあります。
※これらの提出書類以外にも必要な書類を提出していただく場合があります。

◎詳しくは、幌延町教育委員会総務学校グループまでお問い合わせください。
（電話 ５－１１１７・告知端末機 ５-８８１７）

平成28年4月から妊婦健康診査通院のための交通費を助成します

妊婦健康診査のため、産科に通院する際の交通費の一部を助成することになりました。
助成の額は通院に要した交通費①公共交通機関（ＪＲまたはバス）の運賃②自家用車の場合は 1km あた
り15 円で計算した額の 1/2に相当する額で、名寄市までの鉄道運賃相当額を上限とします。
ただし、出産前に里帰りした場合など、通院の起点が幌延町でなくなった場合は、助成対象にはなりません。
また、町税等を滞納している方は助成の対象にはなりませんので、ご承知ください。
妊婦健康診査の助成と一緒に、保健センターで手続をしてください。

問い合わせ先
7
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子育て支援センターでは、育児の援助を受けたい方（依頼会員）と、育児の援助活動を行いたい方（提供会員）
が登録し、相互援助を実施する「ファミリーサポートセンター」の会員を募集しています。
（平成28年度開設予定）
＜ファミリーサポートセンター会員とは＞

幌延町に居住し、または勤務している方
サポートセンターが実施する研修会その他、関係行事等に参加できる方
（育児の援助を受けたい方）
概ね生後３か月から小学校６年生までの同居のお子さんがいる方
幌延町に居住している方で、心身共に健康で積極的に援助活動ができる方
提供会員
（育児の援助を行いたい方） サポートセンターが実施する研修会その他、関係行事等に参加できる方
依頼会員と提供会員の両方を兼ねる方
両方会員

依頼会員

＜会員の援助活動内容＞
・買い物や外出、冠婚葬祭など用事があるとき、児童を預かります。
・認定こども園及び保育所（保育施設等）までの児童の送迎をします。
・保育施設等の開始前及び終了後の児童を預かります。
・学校の放課後児童健全育成事業及び放課後児童クラブの終了後の児童を預かります。
（終了後の迎えのみも
含みます）
・児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の事情がある場合、臨時的に児童を預かります。
・この他、依頼会員の仕事と育児の両立を図るために必要な援助活動を行います。
・援助活動は、提供会員の家庭において行います。
・依頼会員から兄弟姉妹の複数の児童を預かる場合は、３人までを限度とします。
・宿泊を伴う援助活動は行いません。
＜援助活動の利用料（報酬）
＞

区
月曜日から金曜日まで
（休日を除く）
児 童
（病後児を除く）
土、日、祝日、12 月 31 日
から翌年 1 月 5 日まで
病 後 児
・依頼会員が２人以上の児童を依頼した場合
１人目は利用料（報酬）

分

7 時から19 時まで
19 時から22 時まで
7 時から19 時まで
19 時から22 時まで
8 時から18 時まで

利用料（報酬）※1 時間あたり
800 円
900 円
900 円
1,000 円
1,200 円

２人目以降は利用料（報酬）の１/２

・最初の１時間までは、利用時間が１時間に満たない場合であっても基準額となります。
以降３０分毎に基準額の１/２を加算していきます。
＜援助活動を取り消した場合のキャンセル料（報酬）
＞
区
分
前日までに取り消しを申し出た場合
当日の援助を受ける予定をしていた開始時刻の１時間
前までに取り消しを申し出た場合
当日の援助を受ける予定をしていた開始時刻の１時間
前までに取り消しを申し出ない場合

キャンセル料（報酬）の額

無料
援助を受ける予定をしていた時間当たりの利用料
（報酬）の 1/2
援助を受ける予定をしていた時間当たりの利用料
（報酬）の額の全額
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あなたとご家族の健康づくり、健康なまちづくりのために

いきいきブルピーポイント事業

が

始まります！
！
いきいきブルピーポイント事業とは、町が実施している各種検（健）診、ウ
ォーキングラリー、介護予防、子育て支援、健康づくり等の事業やクリーン
作戦等のボランティア活動等の参加者に、ブルピーポイントを発行し、ポイ
ントを貯めると指定ごみ袋に交換できる事業です。

●どうやって参加すればいいの？
対象となる事業に参加したときに、いきいきブルピーポイントカード(台紙)とポイントシールをお渡しします
ので、カードに貼付して貯めてください。
シールを紛失しても再交付は致しませんので、なくさないようご注意ください。

●誰が参加できるの？
幌延町に住所のある方は、みなさん参加できます。

●いつから始まるの？
平成28年4月1日から開始します。

●対象となる事業はなに？
平成28年度の対象事業と交換ポイントは、別表をご覧ください。

●どこでポイントを交換できるの？
幌延町役場住民生活課税務保険グループ（旧町民課生活環境グループ）、問寒別生涯学習センター、保
健センターの３か所です。
別表１ 〈平成28年度対象事業一覧〉

検
（健）
診関係
健康増進

対象事業名
特定健診・後期高齢者健診・30代健診
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
エキノコックス症検診
脳ドック
骨粗しょう症検診（節目受診）
歯周病検診
ウォーキングラリー

老人
小
児
ボランティア
他

ますます運動教室
はつらつ教室
にこにこ教室
もぐもぐスクール（離乳食教室）
ぱくぱくきっず（おやつ作り教室）
こども料理教室
子育て講習会・子育て講座
すきっぷくらぶ
にこにこ教室協力員
問寒別食生活改善推進員
託児ボランティア
クリーン作戦協力者
講演会（保健センター・地域包括支援センター主催）
献血

問い合わせ先

付与ポイント数

別表２ 〈ポイント交換一覧〉
景品種類

引換えポイント

びん・缶・ペットボトル 20リットル5枚１袋 2ブルピー
プラスチック類・紙類 40リットル5枚１袋 4ブルピー
1検
（健）
診受診につき2ブルピー

6リットル5枚１袋

8ブルピー

12リットル5枚１袋 17ブルピー

生ごみ

20リットル5枚１袋 28ブルピー
登録で2ブルピー。60万歩で2
ブルピー、以後20万歩毎に1ブ
ルピー。上限200万歩。
1回につき2ブルピー
1回につき1ブルピー

衣類等

20リットル5枚１袋 11ブルピー

紙おむつ

40リットル5枚１袋 22ブルピー
20リットル5枚１袋 11ブルピー

一般ごみ

40リットル5枚１袋 22ブルピー
1枚

粗大ごみ

28ブルピー

1回につき1家族1ブルピー

1回につき2ブルピー
1事業につき2ブルピー
1回につき2ブルピー
1回につき2ブルピー
1回につき2ブルピー
1回につき1ブルピー

保健センター 電話・告知端末機

5-1790
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みんなで楽しんで歩きましょう！
！

元気２
！
元気２１
１
！ほろのべウォーキングラリーの開催について
ほろのべウォーキングラリーの開催について

皆さまの健康になろうとする気持ちや行動を応援するために、幌延町健康増進計画実行委員会主催で、
ウォーキングラリーを行います。今年度からいきいきブルピーポイント事業の対象となります。
１

内

容

２
３
４
５
６

対
象
登 録 料
開催期間
登録受付
申 込 先

７

そ の 他

記
参加登録した方にお渡しする、ウォーキング手帳に毎日の歩数を記録します。
到達歩数に応じて（最低６０万歩以上）ブルピーポイントに交換できます。
１８歳以上の町民
無 料
平成２８年４月１５日（金）～平成２８年１０月３１日（月）
（200日間）
平成２８年４月４日（月）～平成２８年４月１５日（金）
窓口：保健センター、総合体育館、問寒別生涯学習センター、役場（４月８日（金）午後1時から4時のみ）
メール：保健センター zusr-hok@town.horonobe.hokkaido.jpに
「ウォーキングラリー申込み」とメールを送信してください。
・数に限りはありますが、貸出用の万歩計を用意しています。
・万が一のけが等に備えて、スポーツ保険への加入をお勧めします。
・いきいきブルピーポイント事業の対象として、参加登録時に2ブルピー、60万歩達成で2ブルピー、
80万歩、100万歩、120万歩、140万歩、160万歩、180万歩、200万歩達成でそれぞれ1ブルピー
と交換できます。報告期限は11月30日（水）までです。
・ご不明な点は、幌延町健康増進計画委員会事務局（保健センター）にお問い合わせください。

無理せず、楽しい健康づくりは、今より１０分多く動くことから！
問い合わせ先

幌延町健康増進計画実行委員会事務局：保健センター（電話・告知端末機 ５－１７９０）

高齢者向け給付金

町では、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援し、平
成２８年前半の個人消費の下支えにも資するよう、「高齢者向け給付金」を支給します。
給付金の概要については、次のとおりです。
１．支給対象者

次の①～③の全ての条件を満たす方
①平成27年1月1日時点（基準日）で幌延町に住民登録がされている
②平成28年度中に65歳以上となる者(昭和27年4月1日以前生まれ)
③平成27年度分町民税（均等割）が課税されていない（非課税者）
※課税されている方の扶養となっている場合や生活保護制度の被保護者となっている場
合などは対象外です。
２．支 給 額 給付対象者1人につき30,000円
３．申 請 方 法
幌延町広報誌『ほろのべの窓』今月号に申請書等を折り込んでいますので、必要事項
の記入を行い、関係書類を添えて郵送・持参等により、保健福祉課戸籍福祉グループ（旧
町民課保健福祉グループ）または問寒別出張所へ提出してください。
※基準日以降に転出された方には、別途申請書等を郵送します。
４．申請受付期間 平成28年4月11日（月）～平成28年7月11日（月）
５．注 意 事 項
町民税が課税されていない方かどうかを判定するには、町・道民税の申告が必要です。
収入、所得がない方でも申告をしていないと高齢者向け給付金の対象とならない場合が
ありますので、必ず申告していただきますようお願いします。

「高齢者向け給付金」に関するお問い合わせ専用ダイヤル

厚生労働省では、高齢者向け給付金に関する一般的な問い合わせに対応するため、専用ダイヤルを設置してい
ます。制度の概要についての問い合わせは、下記専用ダイヤルをご利用ください。
○厚生労働省「高齢者向け給付金」 0570-037-192
○受付時間 平日の午前９時から午後６時まで

「高齢者向け給付金」をよそおった
“振り込め詐欺”
や
“個人情報の詐欺”
にご注意ください！
！

・市町村や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対にあ
りません。
・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。
・市町村や厚生労働省などが、
「高齢者向け給付金」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にあ
りません。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、迷わず、
役場や警察署（または警察相談専用電話（＃9110））にご連絡ください。
担当：保健福祉課戸籍福祉グループ 電話5-1115・告知端末5-8813（旧町民課保健福祉グループ）
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