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お知らせ

※提出がない場合には、６月分以降の手当
の支給が停止されますので、ご注意ください。

６月分以降の児童手当等を受けるには、現況
届を提出する必要があります。現況届は、毎年
６月１日の状況について届け出て、６月分以降
の児童手当等を引き続き受けるための要件（児
童の監護状況、生計関係など）を満たしている
かどうかを確認するためのものです。

現 況届に必要なもの
○  児童手当・特例給付現況届用紙　○印鑑
○健康保険被保険者証の写しなど（※1）
○平成29年度分の課税証明書（※2）
※ 1　請求者が被用者（会社員など）の場合
※ 2　 今年の１月１日に厚真町に住民登録のなかった方（１月１日現

在に住民登録のあった自治体が発行するもの）

この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があ
ります。
提出期限　６月30日（金）
提出先　　町民福祉課子育て支援グループまたは上厚真支所

町民福祉課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

児童手当の現況届を
提出してください

•１年間の保険料の限度額は57万円です。
•所得の少ない方は、世帯主や被保険者の前年の所得に応じて保険料が軽減されます。
•年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

医療機関で処方される薬には、新薬（先発医
薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）が
あります。
ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、

医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や
薬局の窓口に「希望カード」を提示することに
よりお願いすることができます。「希望カード」
が必要な方は町民福祉課町民生活グループまで
お問い合わせください。

◆ 効き目・安全性について
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、
厚生労働省の基準を満たしている安全なお薬です。
※ご希望の場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談し
ましょう。
◆ 価格について
ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなり
ます。薬によって異なりますが、新薬より安くなり、
中には５割以上安くなるものもあります。

平成２９年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方は町民福祉課町民生活グループにお問い合わせください。

※保険料のお支払いが困難な場合は町民福祉課町民生活グループへご相談ください。災害、失業などによる所得
の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減
免を受けられる場合があります。

◇平成29年度の保険料について

◇保険料のお支払いについて

◇ジェネリック医薬品の利用について

町民福祉課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011‒290‒5601後期高齢者医療制度のお知らせ

≪保険料の計算方法≫

所得割
【本人の所得に応じた額】
（平成28年中の所得ー33万円）

×10.51％

均等割
【１人当たりの額】

１年間の保険料
限度額57万円

（100円未満切り捨て）49,809円
＋ ＝

夏から秋にかけて、スズメバチの活動が活発となり、
軒先などに巣をつくります。スズメバチは攻撃性が高く、
不慣れな人が駆除しようとすると刺傷被害の原因にもな
り、最悪の場合、死に至る大変危険なハチです。
巣が大きくならないうちに専門知識のある業者に駆除
してもらうのが一番安全です。町民福祉課町民生活グルー
プで駆除業者を紹介していますので、お問い合わせくだ
さい。

下記①～⑤に該当される方に、
駆除費用の一部を助成しています。

①65歳以上の独居高齢者世帯
② 65歳以上の高齢者のみの世帯（18歳未満の
同居者がいる場合を含む）
③ 身体障害者手帳３級以上または５級以上の
肢体不自由者のみの世帯（65歳以上または
18歳未満の同居者もしくはその両方が同居
する場合を含む）
④母子家庭の世帯
⑤その他町長が特に必要と認めた場合

助成金額は、駆除に要した費用の２分の１以
内とし、駆除１件当たり5,000円を上限とし
ます。助成には申請書、駆除業者の領収書の
写し等が必要になります。

どうしても自分で駆除したい場合は…

防護服を着用せず駆除することは、大変危険ですので
絶対にやめてください。
どうしても自分で駆除したい場合は、町民福祉課町民
生活グループで防護服を無償でお貸ししています。

町民福祉課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

スズメバチの駆除は
専門業者に頼みましょう

町（厚真町鳥獣被害防止対策協議会）では、甚大なエ
ゾシカ等による農林業被害を防ぐため、町内在住者の狩
猟免許の取得費を補助します。

狩猟免許試験に合わせ、町内で無料の試験
対策講習会を実施します。ぜひご参加くだ
さい。

開催日　7月28日（金）（予定）

日時　8月 6日（日）９：００～
場所　 苫小牧市労働福祉センター

〒 053-0011
苫小牧市末広町１丁目 15番７号

内容　法令に関する筆記試験および実技試験

狩猟免許試験（胆振総合振興局実施）

▷補助対象者
　 町内に在住する18歳以上の方で、新規にわな猟免許の
取得を行う方

▷補助対象経費および補助率
　 狩猟免許試験受験費用、健康診断受診料、教材費につ
いて、費用の１／２を上限に補助

▷受付期間
　６月19日（月）～7月21日（金）
　産業経済課農林業グループで必要書類を配布

産業経済課 農林業グループ　☎ 27‒2419

狩猟免許試験 (わな猟）の
取得費を補助します

駆除費用の助成が受けられます

※受験について不明点などございましたら、お気軽にお
問合せください。
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コミュニティ運動推進協議会事務局
（まちづくり推進課 企画調整グループ）

☎ 27‒3179

コミュニティ運動推進協議会事務局
（まちづくり推進課 企画調整グループ）

☎ 27‒3179

ガーデニング講習会を
開催します

花いっぱいコンクールの
作品を募集します

第 55 回北海道障がい者スポーツ大会を、東胆振１市４町で開
催します。障がい者スポーツにおける道内最大のイベントで、全
道各地から障がいのある方々約 660 人が参加予定です。

厚真町では、あつまスタードームでフットベースボールの競技
を開催します。選手の皆さんへの声援をよろしくお願いします。

ご家庭で手軽に楽しくできる花の寄せ植え講習を行いま
すので、お気軽にご参加ください。
※講習会終了後、まちなか交流館しゃべーるでお菓子やお
茶を用意しています。町長と教育長が参加し、１時間程度
の簡単なお茶会を開催します。

花いっぱいコンクールを開催します。花と緑による地域の環境美化に
取り組んでいる場所や庭を募集していますので、ぜひ応募ください。

昨年の応募作品

日 時 ７月７日（金）　13:30～
会 場 まちなか交流館しゃべーる駐車場
 （京町12番地）
 雨天時は総合福祉センター
講 師 梅原智哉氏（梅原商店）
人 数 20人（町内在住の方）

参 加 費 1,000円
持 ち 物 スコップ、軍手
募集期間 ７月３日（月）まで
申込方法 電話（土・日・祝日を除く）
 

募 集 期 間 ７月７日（金）まで
内 容 審査員が審査し、他の模範となる団体および個人を表彰しま
               す。個人の部で応募された方には商品券を差し上げます。
審 査 日 ７月２０日（木）
応 募 方 法  各自治会のコミュニティ運動推進員または自治会長に連絡く

ださい。

町民福祉課福祉グループ　☎ 26‒7872

第55回北海道障がい者スポーツ大会を
開催します

開催市町 競技名 競技会場
厚 真 町 フットベースボール あつまスタードーム（厚真町字本郷234番地の６）

苫 小 牧 市 陸上競技 苫小牧市緑ヶ丘公園陸上競技場（苫小牧市清水町３丁目３番26号）
車椅子バスケットボール 苫小牧駒澤大学体育館（苫小牧市錦岡521番地293）

白 老 町 バスケットボール 白老町総合体育館（白老町本町１丁目１番２号）
安 平 町 ソフトボール 柏が丘球場（安平町追分柏が丘49番地10）
む か わ 町 サッカー 鵡川中学校（むかわ町文京４丁目２番地）

お知らせ

分別されていないごみや有料指定袋以外での排出等、間違った出し方をしている方に正
しく出し直すよう注意するために、警告ラベル（左図）を貼っています。

ラベルが貼られた場合は、理由を確認し、ルールを守ってごみを出し直してください。

地方自治法の規定に基づいて、平成 29 年３月 31 日現在の安平・厚真行政事務組合会
計の歳入歳出、財産、地方債の状況についてお知らせします。

地方債とは、一定の基準を満たす事業の財源として、
組合が国などから借り入れた長期的な借入金です。

警告ラベルを貼られるごみ袋は周囲の方々に迷惑がかかります

安平・厚真行政事務組合からの
お知らせ

ルール違反のごみ… 改善してから出しましょう

予算の執行状況 （平成29年３月31日現在）　単位：円

地方債の状況 組合財産状況

歳　　入 予算現額 収入済額 収入率％ 備　　　　　考
分担金及び負担金 205,438,000 205,438,000 100.0%（内訳） 安平町：133,901千円、厚真町：71,537千円
使用料及び手数料 30,074,000 27,696,695 92.1% ごみ処理手数料、大型ごみ処理券、ごみ袋売払手数料等
財産収入 2,155,000 1,547,538 71.8% アルミ・スチール缶、鉄くず等売払い等
繰入金 5,223,000 5,223,000 100.0% 基金の取崩（休憩所跡地整備工事　他）
繰越金 1,300,000 1,300,355 100.0% 平成27年度繰越金
諸収入 1,020,000 1,619,946 158.8% 再商品化合理化拠出金配当、PETボトル有償入札拠出金配当等
歳入合計 245,210,000 242,825,534 99.0%

歳　　出 予算現額 支出済額 執行率％ 備　　　　　考
議会費 168,000 120,450 71.7% 組合議会経費
総務費 23,175,000 22,671,124 97.8% 事務局職員人件費、事務費等、組合監査委員経費
衛生費 213,601,000 197,565,068 92.5% ごみ処理委託、処理場維持管理費、苫小牧市広域負担金等
公債費 7,266,000 7,263,424 99.9% 施設整備のため国などからの借入金の償還
予備費 1,000,000 0 0.0%
歳出合計 245,210,000 227,620,066 92.8%

区　分 平成29年３月31日現在
残　高

一般廃棄物処理事業債
最終処分場適正閉鎖事業（H15～
16）およびストックヤード施設
整備事業（H21～22）の償還

30,959,000円

建　 物 2,264.12 ㎡

塵芥（じんかい）処理場
洗車場汚水処理設備
ストックヤード（キャノピー）
有機物供給センター
保管庫

物　 品 車両　４台

公用車
ホイールローダー
油圧ショベル
フォークリフト

基　 金 30,634,000円 廃棄物処理施設整備基金

町民福祉課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

安平・厚真行政事務組合　☎ 22‒3151

財政状況

□ きちんと分別してください

□ 収集日が違います

正しく分別して、出してください。
（ラベルの余白部分に理由を記載しています）

収集日を確認し、正しい収集日に出してください。

ラベルを貼る事例

と き：７月９日（日）
開 会 式：9：00（※予定）
競技開始：10：00（※予定）
※開会式および競技開始予定時刻は、厚真町
会場の予定時刻です。各競技会場により異な
る場合があります。
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