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とじべつ info

一掲載内容ー・10月か6(下期日程)

すっきりサークルMスタート運動教室H

すっきりサークル"ストレツチ教室"

としペついきいき元気クラブ

.10月実施 (5・6・7日)

(No.I0 2015.9.4) 

簡易脳検査のご案内(公益社団法人北海道脳神経疾患研究所)

-日本赤十字社{日赤槍山地区今金分区より}

日本赤十字社社員募集と社費の収納について

-平成27年度 r2つの給付金についてJ(摩生労働省)

f臨時福祉給付金jと f子育て世帯臨時特例給付金j

一

L密行7

総会長J1/Jt描rIflとLべつ丹'li!fltliJIJf.謀

TEL 0137-82-2780 
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すっきりサーヴILスタート逗動教室

-内容・日程

どなたでも
ご自由に参
加できます。

①ステッブコース 午後1時30分"'2時30分 (60分〉 建彦女ストレッチで体の柔軟性を高め、有酸素運動で体力を向上、脂肪燃焼

②ノルディックコース 午後1時30分''''2時30分 (60分〉
女ノルディックウォーキング(ポールを使ったウ才一キング)

実施月 保健飾と一緒にステップコース ステップコース ノルディック

10月 19日(月) --戸 26日(月) ------9日(金)

11月 20日(金) ----13日(金) 30日(月) ---2日(月) I 
12月 7臼(月) 21日(月) 14日(月) 28日(月) 戸--
1月 18日(月) ----25日(月) ------※冬期聞は

2月 1日(月) 29日(月) 8日(月) 15臼(月) 22日(月)
お休みしま
す。

3月 14日(月) ---22日(火) 28日(月) ---.揚所 としペつ保健センター
・持ち物 運動しやすい服装、靴、飲み物、タオル(使用物昂はこちらで用意します〉

-・・・・ ・a・・・ ・E・E・・E・・..-.... -・・・・.--.-・・ ・E・・.
すっきりサーヴルストレ‘γ千教室

「:-L|II.IIiUJ之 さ号、 u
汗三 1=-:.区、 ，.

~ 軍国

-内容・日程

①イスストレッチコース 午後1時30分"'2時00分 (30分〉
食股関節や腰の痛みを軽減し、イスに座りながらできるストレッチ

②マットストレッチコース午後2時10分"'2時50分 (40分〉
*マットの上で行う、ヨガの要素を取り入れたやさしいストレッチ

実施月 | 毒自11!ンター 老人編後ゼシター

瓜

10月 2日(金)

11月 17日(火)

30日(金)

27日(金)

どなたでもご自由に参

加できます。

12月

1月

2~ 

3月
L一一一一一一

1日(火)

8日(金)

2日(火)

8日(火)

18日(金)

22日(金)

19日(金)

18日(.4.、 講師桃井香苗さん
と乏午ー」

・揚所 としベつ保健センター・老人福祉センター

たくさんのご参加をお

待ちしておりますP

・持ち物 運動しやすい服装、飲み物、タオル(使用物昂はこちらで用意します〉..・・・ ・E・・・ ・E・・...・・.. .... . .... . .... . .... 
お問い合わせ先 .としべつ内保健福祉課健康づくりグループ B82-2780



としペついきいき元気ヴ弓τ

地域包括支援セシターでは、心も身体ち健康

で、自分8しい毎日を過ごすため、毎月 2面、

fいきいき元気クラフj を開いています。

血!亘溺躍や建高三鍋畿のほか 『健康体操Jや

r~両日ぬ健藤j などを行います。是非、みな

さんと一緒に健康で楽しい時聞を過ごしたい

と思います。

日程 (下半期)
一ー一ー一一一 幽 回一--.，--. 

日にち 時間 場所

10月 16日{金} 26日{月}

11月 12日{木} 308 (月}

12月 11日(金) 21日(月}
{開場10:00)

10:30 としペつ

k 8日(金} ~ 22 日{金)
，、， 保健セシター

1月
11:45 

2月 8日(月} 26日{金}

3月 25日(金}

動きやすい服装で、 ) 
¥ご靴を持参ください。

、--同岡崎- 【

芯@記官事a舞鶴ζご奉加〈忘さいlteくさん向ご拳加を前持ちし'CaI品陽電"0
【主催・お問い合わせ先】今金町地域包括支媛センター 882-2780 



簡易 のw

検査実施機関:公益社団法人北海道脳神経疾患研究所

l日時)平成27年10局5・6 ・7目

、..， *詳しい時間帯は、下記をご覧ください.

⑨としベつ保健センター

4砂検診時間
10月5日(月)・ 68(火)

①8:15-⑧9:00-③9:45-⑧10:30-⑤12:45-
⑧13:30-⑦14:15-⑧15:00-

10~78 (水)※単自のみ

①8:15-⑧9:00-⑧9:45-⑨10:30-

※各時間帯定員陪5名古可。 5-18O2目半芭全100名ぬ定員と砂川
号J.o官、前車自o(ft申込おを揖闘いいEし官房可。

4砂対S
27隼Eにおいて、 40量以上で今金町に住所を有する方

※rsteし、当自鹿年11に粛い乞、今金町自民健康保般事第『精密脳ド守'7J *1害者白書対象外t:..
音量倍、本簡易脇ドマ'7事f2害年目E跡、前述G>(ilW.鍵 r綿密Oi;ド守'7J防費付句才1.1'tth.。

※本被茸唱k受付Sもれる有志、今~II r特定陣容(釜本鍵鯵)J 老司flf&;n~， ，~，哨除、 ~II肉に
「特定鍵d{援本館参lJ奄喪け乞い宮市付参.doうお願，'.し土庁号，..

{町t:a鳩町、 4洞察施策・"自に実施い怠し孝弘今住民脂容rr目23日-29目。)

.検査料金~ 000向調印※当臼持参願います。〈全保険種類同一〉

-ぉ申込み ※土日祝除〈

期間:平成27年9月7日(月)-9月18日(金)8:30-17: 15 J':喝
方法:電話82-2780又はとしペつ窓口にてお申込み願いますo)l.}:鳴

¥:U1J 
-留意事項
・ペースメーカーを装着している方は検診を受けられません。
・手術の際に、外科用クリップ、人工骨、ステントその他の金属等を埋め込まれている方は、お申
込前に、手術をおこなつだ医療機関までお問い合わせいただき、安全の確認をおこなって下さい。
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平成27年 9月 4日

日赤槍山地区今金分区

分区長外崎秀人

日本赤十字社社員募集と社費の収納について

平素より皆様には、日本赤十字社の維持発展と健全なる運営につきましては格別な

るご協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、日本赤十字社につきましては、皆様既にご承知のとおり世界の赤十字と協調

して、人道・博愛の使命達成のため国の内外にわたって、活発なる事業活動を実施し

ています。

このために必要な財源は国費など公費に頼ることなく、「社員Jの皆様より拠出さ

れる「社費」と一般篤志家の方の寄付によって、その大半がまかなわれているところ

で社費につきましては、 r50 0円以上j ということでおねがいしているところであ

りますが、昭和 61年度より社費年額 r1，000円以上」を納入していただく「特

別協賛社員Jや、会社等を対象とした「法人社費」あるいは、高額所得者や特定の個

人の方の「高額社費」の増強を図ることを目標としています。

皆様方におかれましでも、厳しい社会環境の中、それぞれの創意工夫により生活さ

れているところ誠に心苦しいところではありますが、何卒社員の募集と社費の納入に

ついてご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

(役場の担当課は総合福祉施設「としベつj 内保健福祉課となっ

ております。)

裏面へ



牢協賛委員の皆様へ「社資」取り扱いについてお願い牢

1 . 社資として収納していただく金額

元年度より社員の収める最低基準額が 300円以上から 500円以上に改訂されまし

た、社員の方に納得して頂き、 500円以上の協力をお願いして下さい。又、 500円

未満の金額でも寄付金として収納して下さい。

2. 社資の取り扱い期間

平成27年9月 14日~平成28年3月31日(土B祝日除く)

ただし、上記の期間を経過したものについても取り扱いますので、社員の募集につきま

しては、格別のご協力をお願い申し上げます。

3. 取り扱い社資の納入先

日本赤十字社北海道支社槍山地区今金分区

(総合福祉施設としベつ肉 保健福祉課総務ゲ }~_70 Ta. 8 2 -2 7 8 0) 

※但し土日祝日を除く

4. 協賛委員の皆様にお願い

社員の募集や社資の取り扱いについては、強制感を与えないようにお願い致します。

5. 送付内容物一覧

次の品を送付いたしますが、不足のときは係りまで連絡して下さい。

(1) 社員募集と鵠酬のお願い 班長さん分

(2) チ ラ シ全戸に配布して下さい

(3) 社費領収書全戸分入れてあります(寒昇は2冊)

6. お問合せ

総合福祉施設としべつ内 保健福祉課総務ゲル_7
0

TEL 0 1 3 7 -8 2 -. 2 7 8 0 



覧)(堕お知らせします。
2つの給付金(平成27年度)

の負担を緩和します。性でt"'l弓所得の低い方の負担を緩和します。

消費税率引上げの影響等を踏まえ、

子育て世帯に対して、臨時特例的

な給付措置として実施します。

対象者

"回明闇胴ー同・ーーーーーーーーーーーーーーーーー、、

;消費税率の引上げに際し、所得の !

i低い方々への負担の影響{ζ鑑み、 i 
l暫定的・臨時的な措置として実施 j
i します。 j 
、ーーーーー・・刷問問四回聞聞開田ーーーーーーーーー・~

〈イメ一歩〉

高
所
得
世
帯

中学生以下の児童がいる
子育て世帯

両
方
と
ち
受
給
司
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ノ外象対立どな

いない方
・課税されている方に生活の面倒

を見てもらっている方

(挟獲されている方)

・生活保議の受給者

drdr.--
受鎗盗格の省績を確認したい方{立、

次代一三語以倍増Pご貰〈ださい白

(※)平成27年度は、 2つの給付金のどちらの要件にち

該当す否方については、 2つの崎付金を両方とも

受け取否ごとbiすできます。

と引の一体政E と孟
社会保簿制度を財政的にち仕組み的にち安定させることで、誰もが‘安心して利用できる

ようにするための改革です。

平1&26年4月b'68%1<:、平感29年4月から10%になります.

すべて子育て、医疲・介種、年金を充実・安定化するために使います.

「

O消賞税率は、

O引上げ分t志、

消費税率の引上げに際し、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和す否ために、

臨時的な措置として r2つの鎗付金jを支給します。

。 厚生労働省



支給要件

-支給対象者

・平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。

※ただし、(.課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合

(住民税において、どなたかの扶養となっている場合)

L・生活保護の受給者である場合 など んせま円
ソなと象対+

4
9
 

1・i
i
l
j

-支給額

・1人につき 6，000円

・基準日

・平成27年 1月 1日

(参考) 【住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)】

(給与所得者) (公的年金等受給者)

区分 {給非与寝収税入限ペ度ー額ス採} 

単身 93万円

夫婦 137万8千円

夫婦子1人 165万8千円

夫婦子2人 193万8千円

区分 {年非金謀収説入眼代底ー額ス業} 

単 65歳以上 148万円

身 65藷未満 98万円

夫 65歳以よ 192万8千円

婦 65歳未満 142万8千円

※妻が働いていない場合。

支給要件

マt，，，・4象者

・平成27年6月分の児童手当を受給される方が対象です。

※ただし、精例給付(児童手当の所得制限額以上の方に、児童1人当たり月額5，000円を支給している

ちの)を受給される方l草、対象となりません。

※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が

受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市

区町村の窓口にご相談ください.

.24吟ー

-支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童

t 

-対象児童 1人につき 3，000円
竺三 -司E

E 

-平成27年5月31日



申請方法 I 
圃;越国臨ulヨ・
-申請先 今金町総合福祉施設としベつ内保健福祉課窓口

基準日(平成27年 1月 1日)時点で住民票が今金町にある方が対象です。

※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、基準日の翌日以降

であってち今金町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。

・申請方法 :①所得調査同意用のはがきを送伺いたします。

②同意いただけましたら、はがきを返信してください。

③返信はがきを受領後、所得調査をおこないます。

④所得調査の結果、給柑の苅象となる方ヘ「申請書」を送憎いたレます。

⑤「申請書」に必要事項をこ記入し、通帳(又はキャッシュ力一ド〉をご

持参の上、としべつ内保健福祉課窓口まで提出してください。

-申請先 :今金町総合福祉施設としペつ内保健福祉課窓口
平成27年6月分の児童手当を今金町から受給される方が対象です。

※上記以外の方で、 DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童{草、函館市等で申請を受け付ける

ごとができる場合がありますのでご栂談ください。

※公務員の方{草、基準日(平成27年 5月31日)時点で住民票が今金町にある方が対象です。

(勤務先から案内及び申請書の交付がありますので、そちらをご3利用ください。}

・申請方法 :対象となる今金町から児童手当を受給している世帯に申請書を送付します

ので、必要事項をご記入し、としペつ内保健福祉課窓口まで提出してくだ
さい。

。申請期間 :2つの給付金は、平成27年9月 10日'"1 2月 10固までです。

[ 給付金の受取方法 I 
-申請書に記載した指定口座に入金されます。

(支給日については、 10月 1日以降、支給決定通知によりお知らせいたします。)

※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が留重量な場合には窓口で受け取ることができます。

ご注意 E 
-平成27年度は、 2つの給付金のどちらの要件にち該当する方については、 「臨時福

祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の両方を受け取ることができます.

その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。

・原則として、申請期間外の申請は受け付けられまぜんのでご注意ください。

・申請期間などは、各市区町村により異なります。今金町以外が申請先となる方は、

事前にその市区町村に問い合わぜるか、ホームページなどで確認するようにしてく

ださい。
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。州住民税が操税されているかどうか、どうすれば分かりますか?

例えば、

・ご自身の給与支給明細書の「住民税Jの項目に課税額が記載されている場合

・ご自身の給与や年金の収入が2ページの(参考)の非課税限度額以上の場合

には、基本的に住民税が課税されています.

四 -~8 J;!~に引 し.... _，司会の官付金の受取はどう怠りー

臨時福祉給付金は、基準日(平成27年 1月 1日)時点で住民票のある市区町村から支給され、

子育て世帯臨時特例給付金は、平成27年6月分の児童手当を受給される市区町村から支給され

ます.
具体的な申請期間や手続については、申請先の市区町村にお問い合わぜください.

基準自以降に生まれた場合や亡くなった場合は給付金の対怠になり
すt'"l 

[臨時福祉給付金]

纂準B (平成27年 1月 1日)に生まれた方は対象となりますが、基準自の翌日以降に生まれた
方は対象となりまぜん。また、市区町村わT支給決定{申請月の末日)するまでの聞に亡くなら
れた方ち対象にはなりません.

[子育て世帯臨時特例給付金]
基準日(平成27年5月31B)に生まれた児童は対象児童となりますが、基準自の翌日以降に
生まれた児童は対象児童となりません。また、市区町村力守支給決定{申請月の末日)するまで
の聞に亡くなられた児童ち対象児童にはなりまぜん.

[ 問い含わせ生111-
-哩量貴重(こ閉するお問い合並立

今金町役場(今金町総合福祉施設としベつ内保健福祉課窓口)

電話 :0137(82)2780

つ

-制度li:聞す盈お，r.. 'H，、会担堂 み怠いい苦ゅうふ

厚生労働省 2つの給付金に関する専用ダイヤル :0570(037)192 

① 「臨時福祉給付金j同欄)や「子育て世帯臨時糊給付金Jの

"振り込め詐敗"やH個人情報の詐取"1こご注意くださいー

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がか力、ってきたり、 .r=--.. 
郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの聖書察署(または霊祭相談覇軍用電話 C7Tl 
(#9110))に御連絡ください。 ミニン


