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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月号と同時に配布の「令和２年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和２年度健康づくりカレンダー」は令和３年３月末まで保存してくださいますようお願いします。

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】

個別がん検診、申し込みしたのに受け忘れていませんか？

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。保健師または栄養士が健康

に関する個々の相談に応じます。

健康相談（予約制）

１３：３０～
　１５：００

特定健診結果、

筆記用具、メガネ等  

1２月9日
　　（木） 保健

センター  1月8日
　　（金）

実 施 日 持 ち 物実施時間実施場所

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

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

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。

子育て相談 12月1９日（土）10:00～ 17:00

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

(注)０～２歳児：H２9.４.２生～　　０～５歳児：H２6.４.２生～ 吉野町公式ホームページはこちら（子育て・母子保健情報）
　http://www.town.yoshino.nara.jp/chomin/

　　　 lifeseen/kosodate/

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

カンブリアさんによるクリスマス会&手形
足形アート※当日までにお申込みください。12月11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

12月18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
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

12月  3日（木）
12月10日（木）
12月17日（木）
12月  1日（火）
12月  8日（火）
12月15日（火）

子どもに関する
定期出張相談

保健センター
(健やか一番館
４階)

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12月25日（金）10:３0～ 1６:00

未就園児と
保護者

「木のおもちゃを作ろう」
※事前にお申込みください。子育て講座 12月 3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・妊婦の方

令和3年度　学童保育所　入所申請受付について
　学童保育所とは放課後・長期休業中に、指導員等が児童に健全な生活の場を提供する施設で、吉野学童
保育所・吉野北学童保育所の２ヵ所があります。

母子保健事業（保健センターにて）　  問℡（32）0521【NTT】・（39）9079【IP】
予防接種事業 【持ち物：予防接種予診票、母子手帳】 ※完全予約制（予約なしの接種はできません。ご了承ください。）

 1月 7日（木）
H26. 4. 2～H27. 4. 1生麻しん・風しん２期

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日
１4：50～１5：00

１4：30～１4：40

接種を希望される方は12月23日（水）

までにお申し込みください。H20. 4. 2～H21. 4. 1生
ジフテリア・破傷風混合
トキソイド（DT2期）

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。

 ▶申請手続きについて　

　申請書類配布開始 ： 1２月１4日（月）～
　配布場所 ： 吉野町教育委員会事務局
　　　　　　各学童保育所
　　　　　※町ホームページからもダウンロードできます

　受付期間 ： 令和３年１月４日（月）～1５日（金）

   ※長期休業中（夏休み等）に利用予定がある方もこの期
　　間中にお申込みください。

 ▶提出先・お問い合わせ先
　吉野町教育委員会事務局　IP直通…℡（32）0190 

 ▶利用時間　

　【学校開校日】　授業終了後～19時

　【土曜日・長期休業中】　８時30分～19時

　※別途申請によって７時30分から受け入れ可能

 ▶対象　

　保護者等が昼間就労などで家庭にいない児童

 ▶利用料金

　5,000円/月　世帯状況により減免有り

　※月単位での利用の外、一時利用もあります。

令和２年４月１日以降に申し込みいただいた個別がん検診は、令和３年３月３１日まで
です。

申し込みされている方で、まだ受診されていない方は、お早めに受診してください。

満２０歳～39歳の女性対象（昭和56年４月１日～平成１３年3月３１日生まれ）
　　　　　　　　　　個別で受診した乳がん検診の費用を一部助成します

申請に必要な物
・吉野町乳がん検診費用助成申請書　・印鑑　・領収書

・振込口座の通帳のコピー（通帳表紙と見開きの両方
のページ）

申請期間
令和3年3月31日まで

注意事項
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに受診した 
乳がん検診が対象です。

・この助成は2年に1回です。

助成の対象とならない方
・乳房について治療中または経過観察中の方

・乳房にしこりや痛み等なんらかの自覚症状のある方
など

・妊娠中または授乳中の方

 対象検査方法
マンモグラフィまたは乳腺エコー

助成額
検診に要した費用の3分の2の額（限度4,000円）
※100円未満切り捨て

助成の申請方法
①各医療機関にて検診を受診し、定められた料金を窓口
にて支払う。
　　　　　　　　　　　↓
②保健センターに申請する。（検診受診後に申請をお願
いします。）
　　　　　　　　　　　↓
③助成金が指定口座に振り込まれる。

町中央公民館
ホワイエ

（2階ホール前）

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
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障がい者控除対象者認定書 申請手続き

休日相談窓口の開設 12 月 13日（日） 9時～16時平日お仕事等でお忙しい方へ

最近、町役場の職員の名を名乗り「保険税・保険料の還付金があるのでATMまで行ってほしい」

「通知を郵送しているが届いていますか」などといった不審な電話が急増しています。

役場職員がこのような電話をかけて、ATMまで誘導するようなことは絶対にありません。

ATMでお金が返ってくることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。不審な電話があれ

ば迷わず110番、または最寄りの警察署・駐在所、吉野町役場へご連絡・ご相談をしてください。

問町民課　ＮＴＴ…℡（32）３０８１ 内線121　ＩＰ直通℡…（39）９０６３　FAX…（32）８８５５

町職員をかたった還付金詐欺にご注意ください

役場から役場からののお知らせお知らせ役場からのお知らせ役場からのお知らせ 長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

インフルエンザ予防接種費用の助成について
新型コロナウイルス感染症対策として、インフルエンザの重症化を防ぎ、医療機関にかかる方を減らすため、予

防接種費用を助成しています。ご不明な点は、町保健センター（℡39-9079）へお問い合わせください。

対象者　接種当日に生後6か月以上の町民
助成費用
　●接種当日に65歳以上の方…全額助成
　※60歳以上64歳以下の方で、次に当てはまる方は、
無料で予防接種が受けられます。
＊心臓・腎臓・呼吸器の疾病で重症（主治医の判断に
よる）の方
＊ヒト免疫不全ウイルスで極度の障がい（主治医の
判断による）の方

　●接種当日に生後6か月以上中学3年生以下の方
…全額助成

　●平成17年4月1日以前生まれの方～接種当日に64
歳以下の方…上限2,000円まで助成

　※生活保護受給世帯は無料で受けられます。

 申請に必要な物

　□インフルエンザ費用助成申請書

　□インフルエンザ予防接種を受けたことが分かるも
の（問診票のコピーや診療明細書のコピー）

　□領収書のコピー

　□振込口座の通帳のコピー（通帳表紙と見開きの両
方のページ）

 接種期間 令和3年1月31日（日）まで

 費用助成申請期間　令和3年3月31日（水）まで

接種当日に65歳以上の方・・・予防接種を受ける医療機関により、方法が異なります。

生後6か月以上64歳以下の方

予防接種の受け方・助成金の受け取り方法

方法
１

吉野病院または大淀町・下市町の医療機関で
予防接種を受ける場合

①各医療機関へ予防接種の予約をする。（保健セン
ターへの連絡は不要です。）

②各医療機関で予防接種を受け、2,000円を支払う。

③予防接種を受けてから約2か月後、申請書・返信用
封筒が保健センターより届く。（各医療機関より、予
防接種を受けた方の名簿が保健センターに届くの
で、保健センターへの連絡は不要です。）

④保健センターより届いた申請書に必要事項を記入
し、上記の「申請に必要な物」を同封し、ポストへ投函
する。（保健センター窓口でも申請受付できます。）

⑤指定の口座に2,000円が振り込まれる。

方法
２

吉野町内の医療機関（島田医院、松岡医院
潮田クリニック）で予防接種を受ける場合

①上記医療機関へ予防接種の予約をする。（保健セン
ターへの連絡は不要です。）

②上記医療機関で予防接種を無料で受ける。

①医療機関で予防接種の予約をする。（保健センターへの連
絡は不要です。）

②医療機関で予防接種を受け、予防接種料金を全額支払う。

③町ホームページより申請書をダウンロードする。（申請書
は保健センターより郵送することもできます。ご希望の方
はご連絡ください。）

④申請書に必要事項を記入し、上記の「申請に必要な物」
を同封し、ポストへ投函する。（保健センター窓口でも申
請受付できます。）

⑤生後6か月以上中学3年生以下の方は、予防接種費用全
額が振り込まれる。平成17年4月1日以前生まれの方～
64歳以下の方は、上限2,000円までが振り込まれる。

方法
３

方法1・2以外の医療機関で予防接種を受ける
場合

①各医療機関へ予防接種の予約をする。

②保健センターへ連絡する。

③予診票が保健センターより届く。

④予診票を持って医療機関で予防接種を無料で受ける。

障がい者控除の対象となる方は、「身体障害者手帳」

や「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方

です。また、手帳の交付を受けていない方でも、６５歳以

上の方で「身体の障がいまたは認知症の状態が障がい

者に準ずると町長が認定した方」は、「障がい者控除対

象者認定書」の交付を受けて、障がい者控除を申告でき

ます。

　この認定を受けようとする場合には、介護保険の認定

調査票や主治医意見書などの要介護認定資料の記載

内容を確認のうえ認定しますので、長寿福祉課へ申請し

てください。

◆対象者
６５歳以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けていない方で、身体状況
が次の状態にある方
　①６ヶ月以上寝たきりで食事・排便等に支障がある方
　②要介護認定を受け、障がい者に準じる方

◆その他　
申請には、医療機関の証明（自己負担）が必要な場合が
あります。また、申請の内容によっては認定されない場
合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
問長寿福祉課　介護保険担当

NTT…℡(32)８８５６　IP直通…℡(39)９０７８

国民健康保険についての相談
上記日程で、国民健康保険についての相談窓口を開

設します。また電話での相談もお受けします。

◆お問い合わせ 町民課 国保担当
　ＮＴＴ…℡（32）３０８１  内線123
　Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０６３

国民健康保険税 第6期納期限 １月４日（月）
最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈良県農

協・ゆうちょ銀行・郵便局）やコンビニエンスストア、ス

マートフォンアプリで納付してください。なお、口座振

替をされている方は、納期限の前日までに納税額に見

合う金額の準備をお願いします。

税金についての相談
　いろいろな事情で納期限までに納めることができな

い場合には、そのままにしておかないで、早めに印鑑と

納税通知書などを持ってお越しください。

　相談は電話でもお受けします（相談の内容によっては

ご来庁をお願いする場合もあります）。お気軽にご相談

ください。

　なお、令和２年度の町県民税（普通徴収）・固定資産税・

軽自動車税の納付期限は既に経過しています。

　納付忘れがないか今一度ご確認ください。

◆お問い合わせ　税務収納課
　ＮＴＴ…℡（32）３０８１ 　Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０62
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障がい者控除対象者認定書 申請手続き

休日相談窓口の開設 12 月 13日（日） 9時～16時平日お仕事等でお忙しい方へ

最近、町役場の職員の名を名乗り「保険税・保険料の還付金があるのでATMまで行ってほしい」

「通知を郵送しているが届いていますか」などといった不審な電話が急増しています。

役場職員がこのような電話をかけて、ATMまで誘導するようなことは絶対にありません。

ATMでお金が返ってくることは絶対にありませんので、十分ご注意ください。不審な電話があれ

ば迷わず110番、または最寄りの警察署・駐在所、吉野町役場へご連絡・ご相談をしてください。

問町民課　ＮＴＴ…℡（32）３０８１ 内線121　ＩＰ直通℡…（39）９０６３　FAX…（32）８８５５

町職員をかたった還付金詐欺にご注意ください

役場から役場からののお知らせお知らせ役場からのお知らせ役場からのお知らせ 長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

インフルエンザ予防接種費用の助成について
新型コロナウイルス感染症対策として、インフルエンザの重症化を防ぎ、医療機関にかかる方を減らすため、予

防接種費用を助成しています。ご不明な点は、町保健センター（℡39-9079）へお問い合わせください。

対象者　接種当日に生後6か月以上の町民
助成費用
　●接種当日に65歳以上の方…全額助成
　※60歳以上64歳以下の方で、次に当てはまる方は、
無料で予防接種が受けられます。
＊心臓・腎臓・呼吸器の疾病で重症（主治医の判断に
よる）の方
＊ヒト免疫不全ウイルスで極度の障がい（主治医の
判断による）の方

　●接種当日に生後6か月以上中学3年生以下の方
…全額助成

　●平成17年4月1日以前生まれの方～接種当日に64
歳以下の方…上限2,000円まで助成

　※生活保護受給世帯は無料で受けられます。

 申請に必要な物

　□インフルエンザ費用助成申請書

　□インフルエンザ予防接種を受けたことが分かるも
の（問診票のコピーや診療明細書のコピー）

　□領収書のコピー

　□振込口座の通帳のコピー（通帳表紙と見開きの両
方のページ）

 接種期間 令和3年1月31日（日）まで

 費用助成申請期間　令和3年3月31日（水）まで

接種当日に65歳以上の方・・・予防接種を受ける医療機関により、方法が異なります。

生後6か月以上64歳以下の方

予防接種の受け方・助成金の受け取り方法

方法
１

吉野病院または大淀町・下市町の医療機関で
予防接種を受ける場合

①各医療機関へ予防接種の予約をする。（保健セン
ターへの連絡は不要です。）

②各医療機関で予防接種を受け、2,000円を支払う。

③予防接種を受けてから約2か月後、申請書・返信用
封筒が保健センターより届く。（各医療機関より、予
防接種を受けた方の名簿が保健センターに届くの
で、保健センターへの連絡は不要です。）

④保健センターより届いた申請書に必要事項を記入
し、上記の「申請に必要な物」を同封し、ポストへ投函
する。（保健センター窓口でも申請受付できます。）

⑤指定の口座に2,000円が振り込まれる。

方法
２

吉野町内の医療機関（島田医院、松岡医院
潮田クリニック）で予防接種を受ける場合

①上記医療機関へ予防接種の予約をする。（保健セン
ターへの連絡は不要です。）

②上記医療機関で予防接種を無料で受ける。

①医療機関で予防接種の予約をする。（保健センターへの連
絡は不要です。）

②医療機関で予防接種を受け、予防接種料金を全額支払う。

③町ホームページより申請書をダウンロードする。（申請書
は保健センターより郵送することもできます。ご希望の方
はご連絡ください。）

④申請書に必要事項を記入し、上記の「申請に必要な物」
を同封し、ポストへ投函する。（保健センター窓口でも申
請受付できます。）

⑤生後6か月以上中学3年生以下の方は、予防接種費用全
額が振り込まれる。平成17年4月1日以前生まれの方～
64歳以下の方は、上限2,000円までが振り込まれる。

方法
３

方法1・2以外の医療機関で予防接種を受ける
場合

①各医療機関へ予防接種の予約をする。

②保健センターへ連絡する。

③予診票が保健センターより届く。

④予診票を持って医療機関で予防接種を無料で受ける。

障がい者控除の対象となる方は、「身体障害者手帳」

や「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方

です。また、手帳の交付を受けていない方でも、６５歳以

上の方で「身体の障がいまたは認知症の状態が障がい

者に準ずると町長が認定した方」は、「障がい者控除対

象者認定書」の交付を受けて、障がい者控除を申告でき

ます。

　この認定を受けようとする場合には、介護保険の認定

調査票や主治医意見書などの要介護認定資料の記載

内容を確認のうえ認定しますので、長寿福祉課へ申請し

てください。

◆対象者
６５歳以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けていない方で、身体状況
が次の状態にある方
　①６ヶ月以上寝たきりで食事・排便等に支障がある方
　②要介護認定を受け、障がい者に準じる方

◆その他　
申請には、医療機関の証明（自己負担）が必要な場合が
あります。また、申請の内容によっては認定されない場
合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
問長寿福祉課　介護保険担当

NTT…℡(32)８８５６　IP直通…℡(39)９０７８

国民健康保険についての相談
上記日程で、国民健康保険についての相談窓口を開

設します。また電話での相談もお受けします。

◆お問い合わせ 町民課 国保担当
　ＮＴＴ…℡（32）３０８１  内線123
　Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０６３

国民健康保険税 第6期納期限 １月４日（月）
最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈良県農

協・ゆうちょ銀行・郵便局）やコンビニエンスストア、ス

マートフォンアプリで納付してください。なお、口座振

替をされている方は、納期限の前日までに納税額に見

合う金額の準備をお願いします。

税金についての相談
　いろいろな事情で納期限までに納めることができな

い場合には、そのままにしておかないで、早めに印鑑と

納税通知書などを持ってお越しください。

　相談は電話でもお受けします（相談の内容によっては

ご来庁をお願いする場合もあります）。お気軽にご相談

ください。

　なお、令和２年度の町県民税（普通徴収）・固定資産税・

軽自動車税の納付期限は既に経過しています。

　納付忘れがないか今一度ご確認ください。

◆お問い合わせ　税務収納課
　ＮＴＴ…℡（32）３０８１ 　Ｉ Ｐ直通…℡（39）９０62


