
固定資産課税台帳の縦覧
　平成 31 年度の固定資産課税台
帳の縦覧を次のとおり行います。
○縦覧期間　
　４月 1日（月）～ 5月 7日（火）
　※土日・祝日を除く
○縦覧場所・問い合わせ　
　くらしと財務課　税務係
　☎ 65 － 2113
※縦覧期間以降は、手数料（１件
につき 100 円）がかかります。

小中学校給食費助成
　申請に基づき、2人目以降のお
子様の学校給食費を無料化します。
　詳しくは、学校で配られる「第
2子以降小中学校給食費無料化に
ついて」をご覧ください。
　なお、援助を希望される方は、
教育委員会に備えてある申請書に
必要書類を添えて、下記まで提出
してください。
○受付期間　4月 15 日（月）まで
※すでに助成を受けている方も再
　度申請が必要です。
○申請・問い合わせ　教育委員会
　教育支援係　☎ 65 － 5381

　平成 31 年 4 月から国民健康保
険加入の世帯員が 70 歳から 74
歳のみで構成されている世帯の方
は、高額療養費の支給方法が変更
になります。
　今までは、高額療養費に該当す
る度に申請が必要でしたが、下記
に該当する世帯には、自動振り込
みを行います。
○自動振り込みを行う世帯
・世帯主及び被保険者が 70 歳以
　上の方だけで構成されている。
・国民健康保険税を滞納していな
　い。
・初回の申請時に、高額療養費の
　支給に関する誓約書、同意書を
　提出する。

※高額療養費の振り込みは、診療
　を受けた月のおよそ 3か月後に
　なります。
○問い合わせ　おもいやり課
　医療保険係　☎ 65 － 2119

平成 31年度
「協会けんぽの健診」のご案内
　協会けんぽ北海道支部では、年
度内に 1回、加入者の皆様の健診
費用の一部を補助しています。
　35 歳～ 74 歳の被保険者（ご本
人）さまへは、がん検診を含めた
充実した健診項目の「生活習慣病
予防健診」を、40 歳～ 74 歳の被
扶養者（ご家族）さまへは、メタ
ボリックシンドロームに着目した
「特定健康診査」の二つの健診を
ご用意しております。
　生活習慣病の予防と早期発見・
早期治療のためにも年に一度は健
診を受けましょう !
○問い合わせ　協会けんぽ北海道
支部　☎ 011 － 726 － 0352

財務専門官採用試験の
お知らせ
　財務省北海道財務局では、財政、
金融のプロフェッショナルとして
活躍する財務専門官を募集してい
ます。
○受験資格
　① 1989 年４月２日～ 1998 年
　　４月１日生まれの者
　② 1998 年４月２日以降生まれ
　　の者で次に掲げる者
　（1）大学を卒業した者及び
　　　2020 年 3 月までに大学を
　　　卒業する見込みの者
　（2）短大又は高専を卒業した者
　　　及び 2020 年 3 月までに短
　　　大又は高専を卒業する見込
　　　みの者
○受付期間
　申込みはインターネットにより
　行ってください。
　3 月 29 日（金）9 時～ 4 月 10
　日（水）【受信有効】まで

　申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験日
　第一次試験　6月 9日（日）
○問い合わせ
　財務省北海道財務局人事課人事係
　☎ 011 － 709 － 2311（内線 4252）

公共職業訓練募集
■公共職業訓練（緊急再就職訓練）
　医療調剤事務科
○訓練内容　医療事務及び調剤薬
　局事務における病院での受付、
　会計、保険請求等の知識の取得
　と医療事務管理士・調剤事務管
　理士試験合格を目指します。
　　併せて、文書作成や表計算等
　のパソコン操作知識の取得と検
　定合格を目指します。
○訓練期間　6 月 19 日（水）～
　10 月 18 日（金）　
※土日祝を除く平日
○訓練時間　9 時～ 15 時 30 分
○定員　15 名
○対象者　一般求職者
○募集期間　4月 4日（木）～
　5月 16 日（木）
○受講料　無料　
※ た だ し、 テ キ ス ト 代（ 約
21,200 円）及び検定料は受講
者負担となります。
○申込先　近隣のハローワークまで
○主催　北海道立札幌高等技術専
　門学院
○問い合わせ
　詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
　美唄地域人材開発センター
　☎ 0126 － 63 － 4218

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　4月 18 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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１人
年間４００円で

安心保障

まちづくり課 交通防災係　☎ 65 － 2112

国保高額療養費の申請
が省略できます



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

7 8 9 10 11 12 13
内科
岸本クリニック
☎ 66 － 2001

歯科 ( 砂川市）
さとう歯科医院
☎ 53 － 3710

ひまわりクラブ
（保セ）
10 時 00 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3、4、6、7、
9、10 カ月の児

14 15 16 17 18 19 20
内科
町立国保病院

歯科（深川市）
杉村歯科医院
☎（0164）
　22 － 2323

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

21 22 23 24 25 26 27
内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
コスモデンタル
クリニック
☎ 23 － 3630

いきいきチェア
ビクス教室
( 保セ )10 時～

いきいきチェア
ビクス教室
( 保セ )10 時～

なかよし広場
（子セ）
受付：10 時 15 分～

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

子どもの読書
週間行事（図）
13 時 30 分～

28 29 30

内科
町立国保病院

歯科（赤平市）
神山歯科医院
☎ 32 － 2575

内科
町立国保病院

歯科（歌志内市）
歌志内ホワイト
歯科クリニック
☎ 42 － 4618

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付：10 時～ 12 時（水・金曜日）
　　　13 時～ 16 時（水曜日のみ）

☆東町児童館　こいのぼり作り
　4月 20 日（土）～ 5月 5日（日）
☆南町児童館　なわとびチャレンジ月間
　4月 1日（月）～ 4月 30 日（火）
☆北町児童館　こいのぼり工作
　4月 28 日（日）～ 5月 5日（日）

4 月 行 事 予 定 

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574

大型連休中の診療
当番医、窓口業務
や公共施設の休館
などの詳細につい
ては、広報 4月号
に掲載します。


