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１３：３０～１５：００
 特定健診結果
 筆記用具
 メガネ等

６月10日（木）

７月  1日（木）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

健康相談（予約制）

場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。

各事業の詳細は、広報４月号と同時配布の「令和３年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和３年度健康づくりカレンダー」は令和４年3月末まで保管してください。

いきいき健康いきいき健康　吉野町保健センターです！　吉野町保健センターです！いきいき健康　吉野町保健センターです！
お問い合わせ・申込…吉野町保健センター（長寿福祉課）　℡（３２）０５２１【NTT】、（３９）９０７９【IP】

料　金

健診結果の説明や、日常生活の振り返りなど、健康に関する個別

相談会です。保健師と栄養士が健康に関する個々の相談に応じ

ます。

◆申込み　保健センター（℡39-9079）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記の事業は中止します。ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。

　６月２６日（土）、６月２７日（日）
　ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者健診、特定健診、長寿健診、歯科健診]

6月の健（検）診事業

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）ご案内
◆支給対象
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方（※）
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童
扶養手当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方

※①の対象の方は、申請手続き不要です。

◆支給額…児童ひとりあたり一律５万円

◆申請方法
支給対象の②もしくは③と思われる方は、役場 町民税務課ま
でご連絡ください。対象者に該当していれば申請用紙等をお
送りしますので、申請用紙に、氏名、住所、振込口座等を記入し
ていただき、窓口に直接または郵送でご提出ください。

◆その他…ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付
金は、詳細が決まりしだい、ご案内します。

問町民税務課子育て世帯特別給付金担当
　NTT・・・℡（３２）３０８１ 内線122　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

児童手当制度　６月は現況届の提出月
◆支給対象…児童手当は、中学校修了までの児童を養育されて

　  いる方に支給されます。

◆支 給 額　３歳未満の児童一律（月額）　１５、０００円
３歳以上小学校修了前の児童
第１子、第２子（月額）　１０、０００円
第３子以降（月額）　１５、０００円
中学生一律　　１０、０００円
所得制限を超える世帯の児童　 ５、０００円

◆所得制限限度額
所得制限限度額は、前年の所得額で判定をします。所得には
一定の控除があります。所得制限限度額は年によって変更さ
れることがありますので、詳しくは町民税務課（公務員の方は
勤務先）へお問い合わせください。

◆支払時期…原則として、毎年２月、６月、10月にそれぞれの
　  前月分までが支給されます。

◆現況届
この届は６月１日における状況を記載し、児童手当を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届

を提出されないと６月分から
の手当が受けられなくなりま
すので、役場から送付される
書類をご確認の上、必ず６月中
にご提出ください。

問町民税務課児童手当担当 
NTT・・・℡（３２）３０８１内線122 
ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

令和3年度所得制限限度額
扶養親族等の数

0人
１人
２人
３人
４人
５人

所得制限限度額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

13:00～
16:００

吉野町
中央公民館

吉野町ホームページはこちら
（子育て・母子保健情報）

親子で気軽に集まり、自由に過ごし
ます。
※都合のよい時間にお越しください。

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育てに関する悩みや心配事をお気軽
にお話しください。臨床心理士がお待ち
しています。※事前にお申込みください。

子育て相談 ６月26日（土）
 

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてお
ります。※申込は不要です。

子育てに　　
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

おはなしらんどカンブリアによるお話会
※事前にお申込みください。６月1８日（金）10:00～ 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

未就園児と保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

６月２５日（金） 保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

10:00～
 11:00

教育委員会事務局
教育総務課

(I P)℡32-0190

６月17日（木）
６月24日（木）

６月22日（火）

６月29日（火）

子どもに関する
定期出張相談

吉野町
中央公民館

高田こども家庭
相談センター
℡(0745)22-6079

相談担当者：児童福祉司・児童心理司
（高田こども家庭相談センター職員）
※事前に電話でご予約ください。

１８歳未満の子ども
と保護者8月１3日（金）10:３0～ 1６:00

就学前幼児と
保護者

「親子で楽しむヨガ体操」
※申込は不要です。子育て講座 ６月24日（木）10:30～ 11:30

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊娠中の方

よしのこども園

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園

中止

左記の年齢の方々に検（健）診無料クーポン券をお
送りします。この機会に検（健）診を受けましょう。

※無料クーポン券は、６月末に郵送予定です。クー
ポン券がお手元に届かない場合はご連絡くださ
い。
※子宮頸がん・乳がん検診無料クーポンについて
は、令和３年4月2１日時点で吉野町に住民登録
がある方を対象に6月末までに郵送予定です。ま
た、子宮頸がん・乳がん検診は２年に１度の検診
となるため、今回対象年齢であっても、昨年度、
町の検診を受診している方にはクーポン券を送
付しておりません。

健（検）診名

胃・肺・大腸がん
検診、歯科健診、
肝炎ウイルス検診

子宮頸がん検診
子宮頸がん・
乳 が ん 検 診

歯 科 健 診

無 料 とな る 対 象 年 齢
（21歳）平成12年4月  2日～平成13年4月  1日生

（41歳）昭和55年4月 2日～昭和56年4月  1日生

（40歳）昭和56年4月 1日～昭和57年3月31日生

（30歳）平成  3年4月 1日～平成  4年3月31日生
（50歳）昭和46年4月 1日～昭和47年3月31日生
（60歳）昭和36年4月 1日～昭和37年3月31日生
（70歳）昭和26年4月 1日～昭和27年3月31日生

がん検診・歯科健診無料クーポン配布について

40歳を境にがん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの発病が多くなります。これらの疾患は予防や早期発見による治

療が可能な場合が多いとされています。町では、今年度40歳という節目の歳を迎える方を対象に、胃・肺・大腸のがん

検診と歯科健診、肝炎ウイルス検診の健(検)診無料クーポン券と健康手帳をお渡しします。ご自身の健康を守るた

め、大いにご活用ください。

お知らせ～元気なときにこそ健（検）診を受けましょう～

新40歳（S5６.4.1～S5７.3.31生）の方へ～健康手帳と検（健）診無料クーポン券をお渡しします～ 
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１３：３０～１５：００
 特定健診結果
 筆記用具
 メガネ等

６月10日（木）

７月  1日（木）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

健康相談（予約制）

場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。

各事業の詳細は、広報４月号と同時配布の「令和３年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和３年度健康づくりカレンダー」は令和４年3月末まで保管してください。

いきいき健康いきいき健康　吉野町保健センターです！　吉野町保健センターです！いきいき健康　吉野町保健センターです！
お問い合わせ・申込…吉野町保健センター（長寿福祉課）　℡（３２）０５２１【NTT】、（３９）９０７９【IP】

料　金

健診結果の説明や、日常生活の振り返りなど、健康に関する個別

相談会です。保健師と栄養士が健康に関する個々の相談に応じ

ます。

◆申込み　保健センター（℡39-9079）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記の事業は中止します。ご理解くださいますよう、よろしくお願いします。

　６月２６日（土）、６月２７日（日）
　ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者健診、特定健診、長寿健診、歯科健診]

6月の健（検）診事業

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）ご案内
◆支給対象
①令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方（※）
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童 
扶養手当の支給を受けていない方 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方

※①の対象の方は、申請手続き不要です。

◆支給額…児童ひとりあたり一律５万円

◆申請方法
支給対象の②もしくは③と思われる方は、役場 町民税務課ま
でご連絡ください。対象者に該当していれば申請用紙等をお
送りしますので、申請用紙に、氏名、住所、振込口座等を記入し
ていただき、窓口に直接または郵送でご提出ください。

◆その他…ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付
金は、詳細が決まりしだい、ご案内します。

問町民税務課子育て世帯特別給付金担当
　NTT・・・℡（３２）３０８１ 内線122　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

児童手当制度　６月は現況届の提出月
◆支給対象…児童手当は、中学校修了までの児童を養育されて

　  いる方に支給されます。

◆支 給 額　３歳未満の児童一律（月額）　１５、０００円
　　　　　　３歳以上小学校修了前の児童
　　　　　　第１子、第２子（月額）　１０、０００円
　　　　　　第３子以降（月額）　１５、０００円
　　　　　　中学生一律　　１０、０００円
　　　　　　所得制限を超える世帯の児童　 ５、０００円

◆所得制限限度額
所得制限限度額は、前年の所得額で判定をします。所得には
一定の控除があります。所得制限限度額は年によって変更さ
れることがありますので、詳しくは町民税務課（公務員の方は
勤務先）へお問い合わせください。

◆支払時期…原則として、毎年２月、６月、10月にそれぞれの
　  前月分までが支給されます。

◆現況届
　この届は６月１日における状況を記載し、児童手当を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届

を提出されないと６月分から
の手当が受けられなくなりま
すので、役場から送付される
書類をご確認の上、必ず６月中
にご提出ください。

問町民税務課児童手当担当 
NTT・・・℡（３２）３０８１内線122 
ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

令和3年度所得制限限度額
扶養親族等の数

0人
１人
２人
３人
４人
５人

所得制限限度額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

13:00～
 16:００

吉野町
中央公民館

吉野町ホームページはこちら
（子育て・母子保健情報）

親子で気軽に集まり、自由に過ごし
ます。
※都合のよい時間にお越しください。

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育てに関する悩みや心配事をお気軽
にお話しください。臨床心理士がお待ち
しています。※事前にお申込みください。

子育て相談 ６月19日（土）

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてお
ります。※申込は不要です。

子育てに　　
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

おはなしらんどカンブリアによるお話会
※事前にお申込みください。６月1８日（金）10:00～ 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

未就園児と保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

６月２５日（金） 保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

10:00～
 11:00

教育委員会事務局
教育総務課

(I P)℡32-0190

６月  ３日（木）
６月10日（木）
６月17日（木）
６月24日（木）
６月  １日（火）
６月  ８日（火）
６月22日（火）
６月29日（火）

子どもに関する
定期出張相談

吉野町
中央公民館

高田こども家庭
相談センター
℡(0745)22-6079

相談担当者：児童福祉司・児童心理司
（高田こども家庭相談センター職員）
※事前に電話でご予約ください。

１８歳未満の子ども
と保護者8月１3日（金）10:３0～ 1６:00

就学前幼児と
保護者

「親子で楽しむヨガ体操」
※申込は不要です。子育て講座 ６月24日（木）10:30～ 11:30

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊娠中の方

よしのこども園

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園

中止

左記の年齢の方々に検（健）診無料クーポン券をお
送りします。この機会に検（健）診を受けましょう。                                                                    

※無料クーポン券は、６月末に郵送予定です。クー
ポン券がお手元に届かない場合はご連絡くださ
い。
※子宮頸がん・乳がん検診無料クーポンについて
は、令和３年4月2１日時点で吉野町に住民登録
がある方を対象に6月末までに郵送予定です。ま
た、子宮頸がん・乳がん検診は２年に１度の検診
となるため、今回対象年齢であっても、昨年度、
町の検診を受診している方にはクーポン券を送
付しておりません。

健（検）診名

胃・肺・大腸がん
検診、歯科健診、
肝炎ウイルス検診

子宮頸がん検診
子宮頸がん・
乳 が ん 検 診

歯 科 健 診

無 料 とな る 対 象 年 齢
（21歳）平成12年4月  2日～平成13年4月  1日生

（41歳）昭和55年4月  2日～昭和56年4月  1日生

（40歳）昭和56年4月  1日～昭和57年3月31日生

（30歳）平成  3年4月  1日～平成  4年3月31日生
（50歳）昭和46年4月  1日～昭和47年3月31日生
（60歳）昭和36年4月  1日～昭和37年3月31日生
（70歳）昭和26年4月  1日～昭和27年3月31日生

がん検診・歯科健診無料クーポン配布について

40歳を境にがん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの発病が多くなります。これらの疾患は予防や早期発見による治

療が可能な場合が多いとされています。町では、今年度40歳という節目の歳を迎える方を対象に、胃・肺・大腸のがん

検診と歯科健診、肝炎ウイルス検診の健(検)診無料クーポン券と健康手帳をお渡しします。ご自身の健康を守るた

め、大いにご活用ください。

お知らせ～元気なときにこそ健（検）診を受けましょう～

新40歳（S5６.4.1～S5７.3.31生）の方へ～健康手帳と検（健）診無料クーポン券をお渡しします～ 




