
蜂の巣駆除補助金の改正について
 平成30年４月から蜂の巣駆除代金の値上りに伴い補

助金額も変更となります。

　昨年までは駆除費用の約３割の補助金を交付してお

りましたが、１個につき一律５千円の補助金へ変更と

なりました。

　ここ数年、駆除件数は増加傾向にあり、駆除する場

所が広範囲になってきていることが主な理由です。

　蜂の巣ができて駆除を依頼する場合は、町から駆除

業者へ依頼しますので、必ず町民生活課環境衛生係へ

電話などで申し込みして下さい。

特別児童扶養手当のお知らせ

　特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有す

る児童について手当を支給することにより、児童の福

祉の増進を図るために支給される手当で支給要件は、　

20歳未満で、精神又は身体に障がいを有する児童を

家庭で監護、養育している父母などとなります。

　その他にも所得要件などもありますので、詳しくは

担当までお問い合わせください。

〇特別児童扶養手当の月額（平成 30年 4月 1日改定）

　１級：　51,700円　／　２級：　34,430円

※障がいの状況に応じ１級または２級に区分されます。

児童扶養手当のお知らせ

　児童扶養手当はひとり親家庭などの生活の安定・自

立促進のために支給される手当で、婚姻の解消や配偶

者が死亡したことでひとり親となり、子どもを監護す

る母や父などに支給されます。

〇支給要件

・父母が婚姻を解消した子

・父又は母が死亡した子

・父又は母が重度の障がいにある子

・父又は母が生死不明の子

・父又は母が１年以上遺棄している子

・父又は母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた子

・婚姻によらないで生まれた子

・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子

・父又は母が１年以上刑務所などで拘禁されている子

〇児童扶養手当の月額（平成30年 4月 1日改定）

･１人目　10,030円～ 42,500円

・２人目　 5,020円～ 10,040円

・３人目　 3,010円～  6,020円

●問い合わせ先：

　町民生活課町民生活グループ　☎ 0146・47・2112

～新生児聴覚検査費用助成のご案内～

　町では、子どもの耳の聞こえの異常を早期発見・

早期治療をするために、新生児聴覚検査にかかる費

用の助成を行います。

　新生児聴覚検査とは赤ちゃんの聴覚に異常がない

か早期に発見するための検査です。生まれつき、両

側の耳の聞こえに異常があるお子さんは 1000 人に

１人か２人と言われています。聴覚の異常を早期に

発見し適切な支援を行うことが、赤ちゃんの心と言

葉の成長のためにとても大切です。

　聞こえの異常は気付かれにくいため、ぜひ「新生

児聴覚検査」を受けましょう。

　対象者は平成 30 年 4 月 1 日以降に出生し、新生

児聴覚検査を受けた赤ちゃんの保護者となります。

≪対象検査と助成額≫

○自動聴性脳幹反応検査

　全額助成

○耳音響放射検査

　全額助成

※初回検査及び確認検査各々

につき、１回の検査に要した

費用とします。

～不育症治療費助成事業のご案内～

　町では、不育症治療を受けている方の経済的負担の

軽減を目的に、平成 30年４月１日より、不育症治療

費の助成を開始しました。

　対象となるのは 2回以上の流産、死産、あるいは早

期新生児死亡の既往がある者のうち、不育症の因子を

特定するための検査・治療となります。

≪助成内容≫

　北海道で実施している「不育症治療費用助成」に上

乗せし、１回あたり 10万円・通算 150万円を限度に

助成します。

～平成 30 年度集団健診のお知らせ～

　町が委託した医療機関から巡回健診バスが町に

やってきます。

 全日程、新冠町保健センターで行い、お電話での

申し込みだけで、町内で手軽にさまざまな健診を受

けることができます。

≪特定健診（健康診査）

　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

　肝炎ウイルス検査・エキノコックス症検査≫	

・第１回：

　　平成 30 年 ６月 15 日 ( 金 )・６月 16 日 ( 土 )

・第２回：

　　平成 30 年 10 月 13 日 ( 土 ) ～ 10 月 15 日 ( 月 )

・第３回：

　　平成 31 年 ２月 17 日 ( 日 )・２月 18 日 ( 月 ) 

・委託機関：

　　第１・２回は北海道対がん協会札幌がん検診センター

　　第３回は札幌厚生病院

≪婦人科検診（乳・子宮頸がん）≫

・第１回：平成 30 年 ７月 28 日 ( 土 )

・第２回：平成 31 年 ２月 24 日 ( 日 ) 

・委託機関：北海道対がん協会札幌がん検診センター

≪脳の MRI 検査≫ 

　平成 30 年９月 20 日 ( 木 ) ～９月 22 日 ( 土 )

・委託機関：北海道脳血管疾患研究所

※詳細については、時期が近づきましたら町政事務

委託文書にてお知らせします。

　健診や各種手続きに必要な書類・申請方法など詳

細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

●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

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

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 事業名 場　所

５
月

14日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）

保健センター

13：30～15：00 節婦生活館

16日（水） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

18日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）

緑丘生活センタ―

14：00～15：30 おうるの郷

21日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）

大富生活館

13：30～15：00 太陽開拓婦人ホーム

22日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

６
月

 6日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾① 保健センター

 8日（金） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

11日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

13日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾② 保健センター

15日（金）
① 6：30～
② 7：30～
③ 8:30～
④ 9:30～
⑤ 10:30～

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

保健センター

16日（土）

20日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③ 保健センター

21日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座 保健センター

26日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

町民生活課からのお知らせ

保健福祉課からのお知らせ

献血にご協力ください！
　平成 30年度「ひまわり号」の来町日

程をお知らせします。

期　日：

　①平成 30年５月 24日（木）

　②平成 30年９月 19日（水）

　③平成 31年２月 ７日（木）

場所と時間：

　①新冠町農協前　10：00～ 11：30

　②新冠町役場前　13：00～ 16：00

主　催：新冠町献血推進協議会

後　援：新冠町、日本赤十字社北海道

　　　　支部日高地区新冠分区

協　賛：新冠ライオンズクラブ

●問い合わせ先：

　町民生活課町民生活グループ社会係

　☎ 0146・47・2112
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